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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 意見と対応 

【宝塚市みどりの基本計画 素案について】 
《全体を通して》 
委員名 意見 応答・＊対応 備考（素案記載ページ） 

小宮委員 ・P.9【各主体の関わりイメージ】図は、行政・市民・

各種団体・事業者になっていて、協働で一緒にやっ

ていくように感じられない。協働の原則の「対等の

原則」にあてはまっていないと思う。 

・神戸市の図を参考にシンプルにしてはどうか。（赤

澤委員長） 

・協働の部署に確認しながら見直していきたい。神戸

市の図を参考にしながら、市の文献に示された関係

図を基に書きぶりを考えていきたい。（事務局） 

＊関係図について、神戸市「協働と参画のまちづくり」

図を基に作成しました。 

*「行政の役割」について、計画の推進をはじめ、情報

発信、各種団体へのサポートを進めることがわかる

ように表現、表記順序を変更しました。 

(P8,9) 

赤澤委員

長 

・協働と言っても、主体が行政の場合、市民の場合と

様々である。 

瀬尾委員 ・行政はサポート・コーディネートに回るという表現

であり、問題ない。 

栗山委員 ・この図は、行政が一歩引いて見ているように思われ

る恐れがある、神戸市 HP「協働と参画のまちづく

り」の図を参考により大まかな図にしてはどうか。 

赤澤委員

長 

・行政から出ている水色の矢印は「サポート・コーデ

ィネート」しかしないと断言している感じがある。 

石田委員 ・「基本理念」、「みどりの将来像」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」という構

成は少し唐突である。 

・みどりのネットワークは、みどりの将来像を実現す

る手段というイメージであり、これが基本理念と基

本方針の前に構成されているのは違和感がある。 

・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「考え方」の前文に書き、ネ

ットワークによって発現するみどりの将来像の簡

単な図があるとわかりやすいかもしれない。（赤澤

委員長） 

＊「3将来像の実現に向けたみどりのネットワークの

形成」をについて、(1)みどりのネットワークの考

え方のみを、「4.」として 1.基本理念、2.将来像、

3.みどりの確保目標の次に記載。(2)将来像別みど

りのネットワークは参考資料へ移動しました。 

(P35～38) 

赤澤委員

長 

・みどりのネットワークを実際に繋げたらどんなま

ちになるかという話でなく、ネットワークされるこ

とで何が達成できるかという考え方の記載が足り

ない（とくに②③）。補足をお願いしたい。 

(参考資料へ) 

小宮委員 ・将来像別みどりのネットワーク図にある文言が、図

に反映されていない。①の図では道路と公園・緑地
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委員名 意見 応答・＊対応 備考（素案記載ページ） 

がつながっているようには見えない。 

赤澤委員

長 

・文言の通り、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きたい。 

小宮委員 ・ネットワーク図について、中国自動車道は新名神高

速道路と同じ表記ではないところが気になる。図の

凡例の統一が必要。 

＊みどりのネットワーク図の中国自動車道を高速道

路と同様の表現で追加しました。 

(P38) 

瀬尾委員： ・ネットワーク図の図と字を大きくしてもらいたい。

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。 
・A3サイズへの変更も含め検討する。（事務局） 

＊川の名称の色、サイズを変更し、図のサイズを A4い

っぱいの拡大しました。 

(P38) 

赤澤委員

長 

・ネットワーク図の字が細かい。できるだけ 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

きたい。 

《基本理念、キャッチコピーについて》 
委員名 意見 応答・＊対応 備考（素案記載ページ） 

赤澤委員

長 

・P.26と 27の関係がわかりにくい。「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。 

・「ともに創り、未来につなぐまち～都市経営～」が突

然出てきた印象にならならいよう書きぶり等整理

したい。（事務局） 

＊第 6次総合計画のめざすまちの姿を受けて、みどり

の基本計画におけるみどりの将来像が出ていて、

「みんなでつくる花と緑の夢舞台」が下から支える

イメージ図としました。 

(P27) 

【市民と協働で取り組む計画に向けて】 
委員名 意見 応答・＊対応 備考（素案記載ページ） 

瀬尾委員 ・P.67重点施策「(4)みどりに関わる人を増やす取組」

の期待される効果で、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

えたらよいのではないか。 

・波及効果を含めて整理させていただいてご提示し

たい。（事務局） 

＊個々の重点施策の波及効果について、「みどりの効

果」の記載に沿うように追記しました。 

(1)生物多様性に配慮したみどりの取組の実施(P53) 

・自然環境の保全活動が進むことで、荒廃していた森林等が適正に

管理され、生物多様性の向上することが期待されます。 

(P53,58,60,62) 

赤澤委員

長 

・全ての重点施策において、期待される効果をもっと

追記した方が良い。宝塚市らしい事例も含めて加筆

いただきたい。 
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委員名 意見 応答・＊対応 備考（素案記載ページ） 

・まとまったみどりの規模やみどりの連続性が確保されることか

ら、みどりの多様な機能（ヒートアイランドの緩和、大気浄化、

水源涵養による水質浄化、土砂災害の緩和など）をさらに高める

ことが期待されます。 など 

(2)市民ニーズに応じた魅力ある公園の整備・運営・管理(P58) 

・各種の活動プログラムが展開され、例えば健康づくりやスポーツ

体験等が行われることで、利用者の健康増進や体力、運動能力の

向上につながることが期待されます。 

・公園・緑地が、人気のある施設、地域に欠かせない施設となるこ

とで、地域の資源として評価され、地域全体の資産価値が高まる

ことが期待されます。 など 

(3)街路樹の適正な管理(P60) 

・みどり豊かな街路樹がみどりのネットワークとなり、オープンス

ペースをつなぐことで、生物の移動が可能となり、豊かな生態系

の保全につながることが期待されます。 

・連続性のある美しい街路樹が整備されることで、隣接市町におい

ても適正な街路樹維持管理の機運が高まり、美しい道が広がって

いくことが期待されます。 など 

(4)みどりに関わる人を増やす取組(P62) 

・みどりを育て、人を楽しませる活動に取組ことで、高齢者をはじ

め活動者のやりがいや生きがいづくりにつながり、市民の健康長

寿の実現に寄与することが期待されます。 

・近くに住む人同士だけでなく、活動を通じて同じ趣味の人々と交

流することで、地域での絆づくりや世代を超えた幅広い仲間づく

りにつながることが期待されます。 など 

石田委員 ・重点施策に記載されている「街路樹整備計画」と「パ

ークマネジメント計画」の策定の位置づけの違いに

ついて整理が必要である。「街路樹整備計画の策定、

実施」は、行政の取組であり章タイトルとして適切

か疑問であり、包括的な文言に変えた方が良い。 

・意見を基に再検討したい。「(3)街路樹整備計画の策

定、実施」は包括的なタイトルを考えさせていただ

きたい。（事務局） 

＊(3)のタイトルを「街路樹の適切な管理」として、冒

頭文を「市民や沿道の事業者など、多様な主体との

協働により、街路樹の適正な管理を進めます」とし

(P59) 
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委員名 意見 応答・＊対応 備考（素案記載ページ） 

ました。また、行政の取組内容に「街路樹の多様な

機能や役割に配慮し、計画的な街路樹の再整備方針

と管理の手法等をまとめた (仮称)街路樹管理計画

を作成し、適切な管理に取組みます」を記載しまし

た。 

栗山委員 ・海外の事例のように、デジタルツールを活用して、

気づいた時に樹木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が増

えることにつながるのではないか。 ・本市では公園の不具合に対して、ＬＩＮＥにより通

報を行う制度を設けています。その他、公園や街路

樹の情報発信をデジタルツールで行うか等は、下位

計画で検討を行うこととします。 

- 

赤澤委員

長 

・デジタルツールを使って、興味を喚起しながら、管

理運営として行政チェックにも役立てる事例も書

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。 

・アメリカなどの街路樹教育についても視野に入れ

ておくと良い。 

【その他素案全体への意見】 
委員名 意見 応答・＊対応 備考（素案記載ページ） 

小宮委員 ・P.59の前文に、重点施策が 4つあるという説明を入

れるといいと思う。 

・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した

い。（事務局） 

＊「１計画体系」前段の文章を「本計画は、「みどりの

将来像」の実現に向けて、基本方針に基づいて取り

組んでいく「基本施策」を設定するほか、基本施策

のうち重点的に取り組むことで、みどりの将来像の

実現に貢献する施策として４つの重点施策を位置

づけます。」としました。 

(P41) 

小宮委員 ・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おり、誤解を招くのではない

か。 

・重点施策に対応する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。（赤澤委員長） 

＊大きな矢印一つで示すこととしました。 

(P42) 
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委員名 意見 応答・＊対応 備考（素案記載ページ） 

石田委員 ・【計画体系図】のみどりの確保目標は、目標さえ達成

できれば良いように見えてしまう。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

が良い。 

・【計画体系図】に確保目標を入れる必要があるのか

疑問である。 

・計画体系図に確保目標を入れない方向性も含め検

討したい。（事務局） 

・確保目標を全体の計画を支えるものとして記載し、

位置付けを変えること考えられる。（赤沢委員長） 

＊計画体系図から確保目標を削除しました。 

(P41) 

石田委員 ・P.92「2（1）推進体制」は具体性がない。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

推進するため、より具体的に書く必要がある。 

・庁内で縦割りをなくすような仕組みを導入すると

いうことを書けるといいのではないか。 

・市民を含めて検証することも含めて修正したい。

（事務局） 

・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触れたい。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

るかについても視野に入れた書きぶりとしたい。

（事務局） 

＊P8 に各主体の役割を記載しているため、要約して

「(1)推進体制」に表記しました。 

＊「(2)計画の進行管理のなかに記載しています。計

画期間の半期に委員会形式で計画の進捗や見直し

を行うこととし、結果を公表することのわかる「計

画の進行管理スケジュールイメージ】を追加しまし

た。 

(P87,88) 

赤澤委員

長 

・「（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ある。 

赤澤委員

長 

・P90の緑化重点地区について、位置付けることでど

んな効果があるか地区ごとに詳しく解説してもら

えると、みどりの効果を活かしてまちを良くしたい

という、市のポリシーが伝わる気がする。 

＊本市では、緑被率の低い地域などで、まず緑視率を

向上させることを中心に施策を行っていくことを

考えており、「本市における対象地区の考え」に、緑

視率を向上させることの効果と踏まえて施策を行

っていくことを記載しました。 

(P85) 

小宮委員 ・P.15の【街路樹のある道路】の図は何を示している

のか。 

・街路樹のある道路を示した図で赤線は文中に記載

されている路線である。改めて図面を精査したい。

（事務局） 

＊街路樹のある道路について、修正しました。 

(P15) 
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委員名 意見 応答・＊対応 備考（素案記載ページ） 

小宮委員 ・前回の石田委員からの意見「桜の園とその一帯も加

えてはどうか」に対応していないのはなぜか。 ・民有地であるという理由で載せないことはないの

で対応したい。（事務局） 

＊「桜の園とその一帯」を、生物多様性保全活動拠点

に位置付けます。 

(P36) 

石田委員 ・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

はどうかと提案した。民有地なので位置付けられな

いのではないか。  
【概要版について】 
委員名 意見 応答・＊対応 備考（素案記載ページ） 

瀬尾委員 ・地域別計画の字が小さくて見づらいので、各ブロッ

ク図をもう大きくできないか。 

・概要版は冊子として配布することも考えている。予

算との兼ね合いもあり、検討したい。（事務局） 

 

小宮委員 ・第 2 ブロックでは「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」

であり、統一した方が良い。 

・精査したうえで示したい。（事務局） 

＊施設を表す場合および「みどりの文化観光拠点」関

連は「市立文化芸術センター」とする。みどりの拠

点表す場合は「宝塚文化芸術センター庭園」としま

した。（本編にも反映） 

(計画全体)  
【委員会後指摘事項】 
委員名 意見 応答・＊対応 備考（素案記載ページ） 

石田委員 ・P88「希少種のヤマザクラやサトザクラがある」とあ

るが、これらは希少種でないため、削除するか「武

庫川渓谷に位置する」などに変更してほしい。 

＊削除しました。 

(P83) 

小宮委員 ・P43【目標５】みどりの管理に取り組む市民団体の数

の下の表に道路アドプト団体数も追加してはどう

か。 

＊道路アドプト団体数を追加し、現状 10 団体、目標

現状値以上としました。 

(P33) 

小宮委員 ・P43と P58で同様の写真が使われている。 ＊数値目標 5の写真を削除しました。 (P43) 

小宮委員 ・P55の「マルチング」で注釈の※が抜けている。 ＊※を追加する。 (P49) 

小宮委員 ・P18の１～５の基本目標が見づらいので、表の項目

行を１つにしてシンプルな表にしてはどうか。 
＊フォントサイズを大きくして色付けする。 

(P18) 
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委員名 意見 応答・＊対応 備考（素案記載ページ） 

・中止、廃止の 11 件の内容が知りたい。前回も議論

を重ねて取り組んだ計画であったと思われるので、

しっかり検証して次に繋げることが大事と思う。 

＊計画書には記載していませんが、前回計画の進捗状

況について十分に検証し、廃止、中止の理由も精査

しています。 

参考資料 

 


