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第3回船橋市緑の基本計画改定委員会 会議記録 

  

1 日 時 平成28年 3月 17日（木） 10時から 12時 15分 
2 場 所 職員研修所601研修室 
3 出席者  
（1）委 員 木下剛委員 富塚武邦委員 飯塚純委員 清水治男委員 泉谷清次委員 

香取政弘委員 金内俊彦委員 大西優子委員 中村義人氏（髙田令子委員代理） 
中村亨委員 伊藤敬一委員（11人） 

（2）事務局 公園緑地課 三橋課長 吉川課長補佐 髙橋計画係長 坂野指導係長 
佐久間主任主事 岩月技師 後藤主事 

4 欠席者  加瀬武正委員 海老原勇委員（2人） 
5 傍聴者  0人 
6 議 事  緑の基本計画改定案について 

①表紙・裏表紙、はじめに、目次 
②第 1章 緑の機能、第 2章船橋の緑の現況 
③第 3章 計画の基本方針 
④第 4章 計画実現のための施策 
⑤第 5章 地域別計画 
⑥第 6章 計画策定後の進行管理、第 7章 緑の基本計画とは 
⑦資料編 
⑧その他 

 
〇木下会長 
皆様おはようございます。年度末のお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。 
本日は予定では最後の委員会となります。ということで、これまで皆様からいただいたご意

見を反映した最終的な改定案というのが用意されています。最後の機会ですし、本日は表紙や

編集にかかわるレイアウトやデザインといったことも含めて、忌憚のないご意見をいただけれ

ばと思います。よろしくお願いいたします。 
なお、千葉県公園緑地課より髙田委員の代理として中村様にご出席いただいておりますが、

ご意見等いただくということでよろしいでしょうか。 
 
○各委員 
（異議なし） 

 
〇木下会長 
それでは次第に沿って進行してまいります。まずは事務局の方から本日の全体の流れについ

てご説明いただきます。 
 
〇事務局 
公園緑地課の高橋です。着座して説明させていただきます。 
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本日は、緑の基本計画の改定案として全体的なデザインを作り込んで、案を作成しておりま

す。 

内容については、前回までに概ねご意見をいただいておりましたので、その点を反映して作

成していますが、今回の改定案をご確認いただき、何かありましたら、伺いたいと考えており

ます。 

また、デザイン等については今回初めて完成案としてご提示しておりますので、イメージや

印象といった部分で気になる事などがありましたら、ご意見をいただければと考えております。 

すみません、ここで一つ訂正をさせていただきたい部分があります。 

11 ページの市民の緑に対する意識の中で、一番下の公園や緑に望む役割という質問があり

ますが、この結果分析の文章が誤っておりました。申し訳ありません。 

本日、そのページの修正をご用意しておりますので、お手数ですが、差し替えをお願いいた

します。 

このあとは、議事になりますが、進め方としては、章ごとにご意見や議論をしていただき、

最後に全体として何かありましたらご発言いただくという流れで進めさせていただきたいと

思います。 

事務局からは以上です。 

 
〇木下会長 
ありがとうございました。本日の議事としては、章ごとに何かあればご意見いただくという

ことで進めてまいります。 

まず、1つ目は表紙、裏表紙、はじめに、目次までということですが、事務局より説明をお

願いします。 

 
 緑の基本計画改定案について ①表紙・裏表紙、はじめに、目次  
〇事務局 
まずは、表紙、裏表紙、はじめに、目次の4点の中で大きく変更した点をご説明いたします。 

1つ目に、表紙のデザインですが、前回までと大きく変えております。というのも、これま

では計画内容がわかるような写真を、多く配置することを考えておりました。しかし、実際に

いくつかの冊子を見比べてみたときに、小さい写真が並んだものは、冊子全体として印象が弱

くなってしまうのではないかと考え、方向修正を行いました。 

参考までに、本日も、いくつかの計画書等の表紙を掲示しております。 

大きく分けて、2つの種類に分かれており、複数の写真を使ったレイアウトのものと、メイ

ンのイラストを真ん中に大きく配置したものがあります。この2つを種類ごとに見比べてみた

ときに、どちらが目を引くのかと考えた結果、やはり、いろいろなパンフレットが並ぶ中では、

1つのメインを大きく配置している方が目に留まるのではないかと考えました。 

そこで、より多くの人に手にとってもらい、内容を知ってもらうため、まずは、目を引くこ

とを優先し、市の花であるヒマワリを大きく配置した案といたしました。 

もうひとつの市の花であるカザグルマは裏表紙に配置しております。 

次に、目次を見やすくなるように作成しました。内容としては、章ごとに色分けし、インデ

ックス等と連動させることで検索しやすいようにしています。 
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最後に、市の花などの掲載を表紙の裏に配置し、「はじめに」のページをソフトな印象にし

ました。 

 

〇木下会長 
はい、事務局より表紙や目次のデザイン等について説明がありました。こちらについては皆

様いかがでしょうか。 

 
〇清水委員 
この計画書が完成した際に配布する範囲はどの程度ですか。他市から来た方が見るには、ア

ンデルセン公園の知名度が上がっている中で表紙にアンデルセン公園の絵があると船橋市と

いうのがわかりやすいのではないかと思います。 
 
〇事務局 
計画書の配布は、各市からの問い合わせに対してや、イベントなどに置いて市民に配布する

という範囲です。基本的には市民の皆さんに配布することを考えています。 
 
〇木下会長 
現時点で決まっている配布先はありますか。 

 
〇事務局 
市の基本計画なので、市の関係部署に配布する予定です。また、市民には要望があれば配布

していきます。 
 
〇木下会長 
概要版はつくりますか。 

 
〇事務局 
現時点ではこの計画書のみを予定しています。 

 
〇木下会長 
できあがった際にはWebサイトに公開しますか。 

 
〇事務局 
市のホームページで公開します。 

 
〇香取委員 
表紙のイラストはインパクトが薄いと思います。特に裏表紙についてはいかがなものでしょ

うか。表紙のイラストのヒマワリの末路を考えると、緑は常緑樹で常に緑であることが必要で、

市の花等にこだわらずに、緑を維持していくということを表紙、裏表紙に反映していくことが

望ましいと思います。 
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〇木下会長 
デザインは好き嫌いの問題もありますが、他の委員の意見があればいただきたいと思います。

必ずしも市の花等にこだわらなくても良いのではという意見もありましたが。 

 
〇飯塚委員 
多少なりとも意識づけが目的に含まれるなら、例えば、幼稚園や小学校の児童から身近な緑

に関する絵を募集して載せることが考えられます。そうすることで、見ていただく方も増える

と思います。もちろん、費用や、公募、選定の審査の問題はあります。 

他にも、ジャンボ市の写真をメインにすると、近くの公園でこんなことがやっているのだと

いうような広告効果も考えられます。 

 
〇事務局 
幼稚園児等に書かせて選ぶのは審査の問題があり難しいのかと思います。 
皆様に確認しておきたい点は、写真を複数並べる表紙はインパクトが薄いと考え、イラスト

を大きく配置することとしましたが、そういった方向性についてはいかがでしょうか。 
 
〇木下会長 
写真でも、1枚を大きくして載せることも考えられます。絵ということであれば、今までに

市民が描いた市の花の絵というものはありませんか。今の表紙は、平面的なので、もう少し写

実的な方が、インパクトがあると思います。 
 
〇大西委員 
私も色は薄いという印象を受けました。ただ、子ども達から絵を募集するのは時間的にも現

実的ではなく、写真を使うのは肖像権の問題もあり難しいと思います。今のイラストの色が鮮

やかになると良いと思います。裏表紙は今の案ではさみしいので、表紙裏に市の花と市の木が

あるので、それをアレンジして作成してはどうでしょうか。 
 
〇木下会長 
市の木であるサザンカがありませんが、載せなかったことに理由はありますか。 

 
〇事務局 
表紙と裏表紙で 2つのイラストを考えたので 2つある市の花としました。 

 
〇金内委員 
この計画書の主たる用途が、行政内部であるということであれば、表紙などにはあまり力を

入れなくても良いと思います。重要なのは中身になりますので。 
 
〇木下会長 
本当は概要版をつくり、学校等に配布し市民にアピールした方が良いと思います。 
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〇事務局 
市の計画と言いましたが、内容を見ていくと、市民の協力を得ながらこの計画を推進してい

く必要があるので、行政の関係者だけではなく、何かの機会には市民に示していくように活用

したいと考えています。 
 
〇木下会長 
これまでの意見を踏まえて、もう少しインパクトのある色合い、デザイン等を検討するとい

うことで、事務局にお任せいただいてよろしいでしょうか。 

他に何かご意見あればお願いします。 

 
〇富塚副会長 
先ほど事務局の説明で、計画書だけを作るということでしたが、できれば概要版をつくって

もらいたいと思います。市民の方のことを考えると、便宜性、利便性を図るために、概要版は

あった方が良いと思います。 

 
〇事務局 
現行の緑の基本計画でも概要版がありますので、皆様のご意見を踏まえ考えていきます。 

 

〇木下会長 
検討お願いします。 

他に無ければ、次の第1章、第2章をまとめてということで、事務局から説明お願いします。 

 

 緑の基本計画改定案について ②第1章 緑の機能、第 2章 船橋の緑の現況  
〇事務局 
第1章 緑の機能、第2章 船橋の緑の現況についてご説明いたします。 

特に説明しておくべき変更点は、第2章にもともと「特徴ある緑」というページがありまし

たが、それを無くした点です。内容としては、市の花と、斜面緑地や北部地域の豊かな自然と

いった船橋市の特徴的な緑をピックアップしていました。しかし、緑の現況やその他のページ

に、同じような内容が何度も記載してあり、整理したところ、特別にまとめたページとする必

要が無くなったため、市の花などを表紙の裏に移動することで、ページを無くしました。 

 
〇大西委員 
緑の機能のイラストは、船橋のイメージではないと思います。以前、県で環境教育に関して

つくった「水と私たちのくらし」のマップを参考にすると船橋らしさがでてくると思います。 
 
〇伊藤委員 
このマップの絵を使うことはできないでしょうか。 

 
〇大西委員 
おそらく、マップの版権は県にあると思います。 
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〇伊藤委員 
この絵が使えるかどうかは、事務局の方で確認してもらい、そのままは無理であっても、そ

れを参考イメージとして船橋らしさのある絵にした方が良いと思います。 
 
〇木下会長 
県のマップが使えるのであれば使った方が良いと思います。ご検討お願いします。 
他にいかがでしょうか。 

 
〇富塚副会長 
緑の機能の④生物多様性の保全の文頭に「健全な生態系」とありますが、表現として堅苦し

いので、緑の機能ごとの現況の④生物多様性の保全で使っている「豊かな生態系」の方が良い

と思います。 
緑の機能ごとの現況のレクリエーション機能の高い公園にあるふなばし三番瀬海浜公園は、

将来的に海の部分、干潟や公有水面も含めて、生態系の観察もできるような海と一体となった

多機能な公園がつくられると良いと思います。漁業権や公有水面に関する調整等の問題もある

と思うので、将来の検討事項としてご検討いただければと思います。 
 
〇木下会長 
この 2点について事務局の方で何かありますか。 

 
〇事務局 
「健全な生態系」という表現は、④生物多様性の保全にある「豊かな生態系」と合わせるよ

うに修正します。ふなばし三番瀬海浜公園については、権利関係の調整が難しい面があると思

いますので、将来への検討事項として記録させていただきます。 
 
〇木下会長 
富塚副会長の意見の主旨は海域と陸域を一体的に活用するということであると思います。 
 
〇富塚副会長 
公園の機能面も広がり、情操教育、理科教育などの場として子どもたちの生命への愛情など

も育むことができると思います。権利等があり難しいと思うが、将来的に検討していただけれ

ばと思います。 
 
〇木下会長 
では、これについては、将来の検討事項という事で議事録に残しておいてください。 
また、細かい事になりますが、緑の機能ごとの現況のレクリエーション機能の高い公園にあ

るふなばしアンデルセン公園の地図の画質はよくできますか。 
 
〇事務局 
画質の良いものに差し替えます。 
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〇飯塚委員 
船橋市では試験的に公園でボールが使えることになりましたが、この計画の中にそれに関連

することは載っていますか。レクリエーションに関係して、この計画に反映しても良いのでは

ないかと思います。 
 
〇事務局 
ボール遊びはこども未来会議室で決まったことですが、まずはやってみようという段階なの

で、計画書に示すのは、時期的にはまだ難しい状況です。ただし、計画実現のための施策の市

民との協働の推進の個別施策 5-1 市民参加の公園づくりには、「こども未来会議室等で提案さ
れた市民の要望についても積極的に検討していきます」と記載しており、その中に含まれてい

るものではあります。 
 
〇清水委員 
公園利用については、公園を利用した健康づくりも、モデル的に 3箇所の公園で行われてい

ます。ボール遊びと合わせて健康づくりについても検討してください。 
 
〇事務局 
個別施策 5-1市民参加の公園づくりというところに、事例的にボール遊びや健康づくりにつ

いて記載するように検討します。 
 
〇木下会長 
ありがとうございました。他になければ次に進めさせていただきます。 
では第 3章について事務局お願いします。 

 
 緑の基本計画改定案について ③第3章 計画の基本方針  
〇事務局 
第3章の計画の基本方針に関して、ご説明いたします。 

基本方針等についてはこれまでの委員会にて決定していただいた内容となっています。目標

も内容は変わっていませんが、見せ方を変更しております。なるべく視覚的に見やすいように、

イラスト等を使用して作成しております。 

この目標に関し、一部修正箇所がございます。目標2の都市公園の整備目標のグラフにおけ

る現況の年度が誤っておりました。正しくは平成26年度です。同様に、目標3の市民協働の

推進で、イラストの下にある年度も31ページ以降の各個別施策のページにある現況が平成26

年度であるため、正しくは平成26年度となります。申し訳ありませんでした。 

前回の委員会でご指摘いただいた、公園の整備目標の裏付け的なものを用意するという点に

ついては、計画書には掲載しておりませんが、バックデータとして公園緑地課のほうで管理し

ていくよう、整備予定等の資料を整理しております。 

 

〇木下会長 
第 3章についていかがでしょうか。 
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〇金内委員 
目標 2 都市公園の整備には、当面の整備目標を市民一人当たり 5 ㎡としていますが、参考

には目標年次の平成 47 年度で 4.08 ㎡／人とあり、当面の目標を 5 ㎡というのは、未達成に
なる目標と思われるので、この書き方はよくないと思います。 
 

〇木下会長 
これについては修正した方が良いと思います。 
 

〇事務局 
現行の計画に当面目標として市民一人当たり5㎡という目標があり、それを引き継ぐ形です

が、今回の目標年次では厳しい数値です。今回の目標はあくまで面積としますので、この記載

の仕方は問題があると思いますので、この文からは削除します。ただし、目標として5㎡を目

指しているということはあるので、参考として説明をいれる方向で検討します。 

 

〇木下会長 
わかりやすいように修正していただければと思います。 

 

〇香取委員 
当面5㎡ということは、やがてそれよりも多くするということになるが、「当面」というの

は5年以内くらいのことなので、当面は削除した方が良いと思います。 

目標1樹林地の確保には、市内の300㎡以上の樹林地は616haあるとしながら、平成47年

度は246haとあり、これを保全する面積としている。616haありながら全部はやらないといっ

ているように解釈できるし、平成47年度で残りの370haは保全しないという意味にとられる

と思います。 

 

〇事務局 
現時点で616haある樹林地のうち、都市緑地として買収や借地するものや、指定樹林として

指定することで、現在あるものが極力減らないように保全施策を行っている樹林地を 246ha

に増やしていくという目標にしました。目標年次で全ての樹林地に施策を行うのが難しいため、

このような目標にした経緯があります。 

 

〇木下会長 
保全施策を行っているものを増やすという主旨が伝わりにくいと思います。 

 

〇飯塚委員 
目標2の絵の一番右側にもう一つ枠を加えて、将来的には1人あたり5㎡とするという事を

示してはどうでしょうか。目標1についても、その先まで考えているという意味で、同様に、

もう一つ枠を加えて、できる限りすべての樹林地の保全を目指すということを示してはどうで

すか。平成47年度で終わりではなく、その先のことも考えていることを表現したら良いので

はないでしょうか。 
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〇伊藤委員 
飯塚委員の言うように、理念的というか最終的な市の考えを示すというのは非常に参考にな

るので、事務局に検討いただきたいと思います。また、現在ある616haの樹林地全てに市の施

策を行うのは現実的に難しいとは思いますが、最終的に何％を目指すのかといったことを考え

てみるのも一つの手法かと思います。わかりやすさではそのようなことを検討する必要がある

と思います。 

 

〇富塚副会長 
樹林地の確保について、616haを全部保全するのは難しいので、緑の機能等から優先度を決

めて、その中で様々な保全方策を活用しながら対応するということを書けば良いと思います。

いろんな手法を使い分け優先度によって対応していくことを示すのはどうでしょうか。 

 

〇木下会長 
ありがとうございます。他にいかがでしょうか。 

 

〇中村（義）委員代理 
基本方針1は図がありますが、他の基本方針についても何らかの図があると良いと思います。 

 

〇事務局 
基本方針2以降についても、イメージ図等の作成を検討します。 

 

〇中村（義）委員代理 
緑の将来像の「歩こう・ふれよう 緑・水・ふるさと、ふなばし」は引き続き使うという考

え方であったでしょうか。 

 

〇木下会長 
これまで特に議論にあがりませんでしたが、基本的には引き継ぐということで進んできてお

ります。私は良いテーマだと思いますが、この緑の将来像は、変えられないということがあり

ますか。 

 

〇事務局 
現行計画の最終的な将来像であり、今回はその改定ということで、基本的なところは引き継

いでいきたいと考えています。 

 

〇木下会長 
皆さんよろしいですか。では、続けて第4章に進みたいと思います。 

 

 緑の基本計画改定案について ④ 第 4章計画実現のための施策  
〇事務局 

第4章の計画実現のための施策についてご説明します。 
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まず、第2回委員会の際に資料3にまとめておりました、基本方針と基本施策の関連性を整

理した表について、改定案に掲載するものとしておりましたが、内容を精査したところ若干の

程度の違いはあるとはいえ全てに関連があるという状況で、表にした意味があまり無くなって

しまい、掲載しないこととしました。 

また、個別施策についても、内容を整理し直した結果、2 つほど分類を移動しています。1

つ目は基本施策3緑化の推進にあった風致地区が、内容的に現在ある緑を保全していく要素が

強いことから基本施策1船橋らしい緑の保全に移動しています。2つ目に緑の効果を高める管

理の充実にビオトープ事業がありましたが、管理の充実というよりは、学校や活動団体などと

いった多様な主体が連携して事業を推進していく必要があることから、基本施策5市民との協

働の推進に移動しています。 

最後に、31 ページにあります、市民協働の推進の個別施策 5-3 に花いっぱいまちづくり助

成事業がありますが、この施策の目標を変更したいと考えております。上位計画との整合性を

最終確認していく中で、後期基本計画に平成32年度までに50団体を目標と設定しており、今

回ご提示した案以上に推進していくものとしております。そこで、それを踏まえて再度目標を

検討し、平成37年度に55団体、平成47年度に65団体としたいと考えております。その変更

についても皆様にご了承いただければと思います。 

 

〇香取委員 
市民協働の推進に関する計画目標で参加団体や人数、箇所数を毎年2％増やすとあるが、こ

れらの数値については各論のベースはどこに示されていますか。 

 

〇事務局 
計画の実現のための施策で市民との協働の推進の個別施策5-2ふれあい花壇事業、5-3花い

っぱいまちづくり助成事業、5-5町会等清掃委託制度の推進、5-6地域のシンボルとなる緑づ

くり等に示しており、数値化できることは、ここに数値も示しています。 

 

〇木下会長 
目標と個別施策の対応がわかりにくいという意見であると思いますが。施策の体系の基本施

策と個別施策の一覧表に目標の欄を設けて関係の強弱を示すということも考えられます。 

また、個別施策が45あり、全て大切なのですが、その中でも優先度や重要度もしくは全域

か地域的か、などの違いで施策ごとの重みづけがあるとよりわかりやすいと思います。 

 

〇金内委員 
個別施策の目標数値に関しては、基本計画にしては細かすぎるのではないでしょうか。もっ

と大きな考え方を示せば基本計画としては十分なのではないかと思います。 

 

〇木下会長 
個別施策は、数値を達成すれば良いというふうにとられかねないので注意が必要です。むし

ろ内容が大事だと思います。 
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〇飯塚委員 
市民の協働に関する目標は、毎年 2％増やすことで市民との協働を推進するということで、

あくまで数字ではなく協働を推進することであると思います。逆に個々の目標数値が目標なの

であれば、毎年2％増やし個々の目標を推進しますとすれば、後ろのページにつながるのかと

思いますので、記載方法については検討をお願いします。 

 

〇事務局 
どの個別施策がどの目標に関連しているのかということがわかりにくいという事でしたの

で、それをわかりやすくする表現方法も検討したいと思います。また、市民協働についても、

施策内容の拡充や質を高めることも必要であり、数だけ増やせば良いというわけではない事も

承知しています。 

 

〇飯塚委員 
目標3市民協働の推進では、「参加団体、人数、箇所数などを毎年2％増やすことにより個々

の目標を推進していきます」というように修正してはどうでしょうか。 

 

〇富塚副会長 
将来的に計画の見直しや施策の達成度を確認するのであれば、数字を出した方がやり易くな

ります。ただし、行政にとっては責任が重くなります。その一方で、市民も協働に関する行動

層が増える可能性もあります。そういった事から、ある程度の数値はあった方が良いと思いま

す。 

 
〇伊藤委員 
検証する際には数値があった方が良いとのご意見がありましたが、もう一つ、将来に向けて、

組織や予算の問題もありますので、こういった委員会で認めていただいた計画ということであ

れば、市役所内部での予算確保や調整といった今後の計画推進においても、数字があった方が

やりやすいと思います。 

 

〇木下会長 
そうですね、私も個別施策の目標はあった方が良いとは思いますが、金内委員のご意見の主

旨としては、この場所にあることがどうなのかということなのかと思います。本来は文章で表

現されている部分が重要なのであって、その達成度を測る指標として数値があるということに

なるのではないかと思いますので、表現方法を再検討いただければと思います。 

 

〇事務局 
再度検討します。 

 

〇富塚副会長 
船橋らしい緑の保全の個別施策1-7巨樹・名木の保全に「巨樹の他に姿や形が不健全ではな

く」とありますが、これはマイナスの表現なので、「姿や形が美しく」や「樹形がすばらしい」
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といったプラス表現にした方が良いと思います。 

 
〇事務局 
修正いたします。 

 

〇香取委員 
樹林地の保全についての優先度には、防犯、防災、通学路の安全確保の観点をつけ加えて欲

しいと思います。 

 

〇事務局 
樹林地の保全の優先度については、船橋らしい緑の保全の個別施策1-1樹林地の機能評価に

おいて、評価する指標の考え方として検討したいと思います。 

 

〇香取委員 
防犯、防災、通学の安全管理の観点で、中学校の朝練等で樹林地を通るところは、市民安全

推進課とも連携して危険度等も精査した方が良いと思います。 

 

〇木下会長 
第1章に緑の機能が示されていますが、緑の基本計画は、これらの機能をできる限り多くも

つものは評価が高いとしてきた経緯があります。個別施策は、この機能で重みづけはできると

思います。個別施策1-1樹林地の機能評価にも、都市環境の保全や景観形成、防災といった緑

の持つ機能から調査・分析し、評価するとありますが、この視点は全体的に大切であり、太字

にするなどの表現方法をもう少し工夫する必要があるように思います。 

 

〇清水委員 
船橋市は他市に比べ、海や工業地帯、高速道路、商業地、住宅地、緑など多様な地域があり、

非常に恵まれています。そういった中で、それぞれの地域によって、どれくらい緑を確保して

いくという計画ができたら良いのではないかと思います。全般的に緑の確保が北部の方に集中

しているように見えるので、市全域で平均として緑を確保していくことも重要なのではないか

と思いますので。 

 

〇金内委員 
基本計画は、上位の計画、考え方に基づくものであり、そこから逸脱してつくるのは難しい

問題だと思います。総合計画、都市計画マスタープランとの整合を考えながら策定する必要が

あります。 

 

〇木下会長 
清水委員のご意見としては、第5章に地域別計画がありますが、それぞれの地域で緑を確保

する目標を持った方がよく、それを書き込んでいくのはどうかという意見かと思います。事務

局としてはいかがですか。 
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〇事務局 
都市計画マスタープランでも地域別方針があり、大まかな方針はこれを踏まえていますが、

その上で、より細かい緑に関することについては、この計画において検討することは可能です。 

 

〇大西委員 
細かいことになりますが、緑の普及・啓発の現況と課題の文章に、「いただき」ということ

ばが続いているので、文章表現を検討した方が良いと思います。また、個別施策6-5市の花の

普及・啓発活動に「自主種から株分けした苗の配布により」とありますが、株分けとは違うの

で「自生種から育てた苗を学校や公共施設等へ配布して周知を図ります」という表現にした方

が良いと思います。というのも、株分けして配布というと、市民が多数集まった際に対応がで

きないものなので、誤解を与えないように表現を変更していただきたいと思います。 

 

〇香取委員 
市の環境部では、緑のカーテン事業をやっていますが、環境部との関連については、この計

画でどのように位置付けていますか。 

 

〇金内委員 
環境部で取り組んでいるＣＯ2の削減などの地球温暖化対策は、市内の緑化では計算できな

いレベルであったかと思います。 

 

〇大西委員 
ＣＯ2対策としてはそうだと思いますが、緑のカーテンについては、市民に地球温暖化や緑

の重要さについて気づいてもらうということでやっていますので、この計画に記載しても良い

と思います。 

 

〇木下会長 
どこかに緑のカーテンに関連して記載した部分はありますか。 

 

〇事務局 
施策3-6の立体的な緑の推進の中に記載しております。 

 

〇木下会長 
環境部以外にも緑の基本計画の内容は、他部門と関わっているものもあるということでよろ

しいですよね。 

 

〇事務局 
計画策定の段階で関係する各課と協議しています。 

 

〇中村（義）委員代理 
千葉県でも緑のカーテンはやっていますが、普及啓発活動としてやっており、この計画には
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入れても良いと思います。 

 

〇清水委員 
以前は子どもが誕生すると、サザンカの苗を配布していましたが、虫がつくということでな

くなった経緯があります。その後、それに代わるものはありませんか。 

 

〇事務局 
以前はそのような事業がありましたが、今はありません。 

 

〇木下会長 
緑の将来像のテーマのうち、「歩けるまち」は良いテーマだと思います。それに関し、緑の

普及・啓発の個別施策6-6に緑の散策路の普及・推進がありますが、もっと散策ルートを増や

していくことや新たにマップを作っていくということは考えられませんか。地域毎の散策路が

全市的にはつながっていないので、これがつながっていけば良いことだと思います。 

 

〇事務局 
現在ある散策ルートについては、他部署の所管であり今後ルートを増やすという話は確認で

きていません。ただし、市内部で情報配信のシステムを検討しており、その中に公園等の情報

も含まれており、散策路についてもスマートホン等でルート検索ができ、その要所の解説がみ

られるようなものと作ることを検討していきたいと思っております。そういった方法で緑の散

歩道をPRしていくことを考えています。 

 
〇木下会長 
とても良いマップになっていると思いますので、計画に緑の散策路に関するアドレスを記載

することなどを検討しても良いと思います。 

他になければ、次の第5章について事務局より説明をお願いいたします。 

 

緑の基本計画改定案について ⑤第5章 地域別計画  
〇事務局 

第5章の地域別計画についてご説明します。 

 地域別計画については、地域にどんなことが必要で、実際にどんな施策を行っていく必要が

あるのかが見てわかりやすいように、レイアウトを作成しました。 

前回の委員会で、樹林地などのデータが古いのではとのご指摘をいただいておりましたが、

実際に分析したデータは平成25年12月のデータとなっています。分析から改定までに時間が

かかり、現況と異なってはいますが、分析にあたって時点を設定していますので、今回はあく

まで分析した時点での現況ということで進めさせていただきたいと考えております。 

また、この地域別計画のページの真ん中に配置している地域の図面に関しまして、下図が古

いものとなっておりました。本日の委員会までに修正が間に合わなかったため、今後新しいも

のに差し替えます。申し訳ありませんでした。 
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〇木下会長 
地域別計画に関して何かあればお願いします。 

 

〇飯塚委員 
今回の改定案では、地域別計画の地図が真ん中にきているので見づらく、使いやすさ見やす

さからはどちらかのページで示した方が良いと思います。コピー等に関してもしやすくなると

思います。 

 

〇事務局 
見開き全体を活用したいと考えて作成したのですが、最終的には現行計画と同様の冊子にな

るので、改善はされるかと思いますが。 

 

〇飯塚委員 
これについては提案なので、レイアウト等を考えた上で採用するかどうかご検討いただけれ

ばと思います。 

 

〇木下会長 
私からも一つ言わせていただくと、今あった図については現況図なのか計画図なのかがわか

らないのでそれをはっきりした方がよく、地域に必要・効果的な施策を行っていく場所が地図

に落ちているとわかりやすいと思います。例えば、新しく作られる公園、明らかに事業化され

る場所などはおちていますか。 

 

〇事務局 

一部に広域公園などの予定区域は表示してありますが、地域別の図は計画図ではなく、現況

図としています。 

 

〇木下会長 
そのことがはっきりわかるようにしていただければ良いです。 

 

〇香取委員 
疑問として、地域が10地域に分かれていますが、この10地域は市のどこかで承認されてい

る区分けなのでしょうか。立場上、地域別計画は24地区コミュニティ単位でやって欲しいと

思います。 

 

〇中村（亨）委員 
計画改定の背景の緑の基本計画の位置づけに、都市計画マスタープランとの関係が示されて

いますが、上位計画である都市計画マスタープランが10地域に分けているので、緑の基本計

画もそれに基づいています。地域に効果的な施策も都市計画マスタープランに書かれているも

のがそのまま記載されているものもいくつかあります。 
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〇木下会長 
地域別の図に24地区コミュニティの境界線を落とし込むことも検討できると思います。た

だ、見づらくなってしまう可能性もありますね。 

 

〇香取委員 
都市計画マスタープランの地域は条例等で決まっていますか。 

 

〇中村（亨）委員 
都市計画マスタープランは条例ではなく、都市計画法に基づく計画であり、市の方針です。 

 

〇木下会長 
地域別計画の最初のページに、地域区分の考え方と10地域、24地区コミュニティの図が示

されています。行政が考える計画の単位と地元の皆さんが活動する単位とは必ずしも一致しな

く、両方大事であると思います。 

 

〇事務局 
市の建設局が関係する計画の地域区分は、都市計画マスタープランに基づいています。しか

しながら、最近の各種コミュニティ活動は24地区単位で行われており、別の計画を作る際に

もなぜ10地域なのかという意見がでています。また現在、船橋の人口ビジョンの素案を策定

しておりますが、そこで10地域を24地区の単位に分けると人口の動きが若干違っている状況

があり、10 地域が適当かどうか、都市計画マスタープラン自体の地域区分も考えなおす必要

があるのではないかと思いますが、その一方で簡単に変更できるものでもないと考えています。 

ただ、緑は面的な広がりがあるので、大きな緑の保全について考えたときに、24 地区単位

で細かく分けてしまうのはどうなのかということもあります。一方で、コミュニティの取り組

みを考えると24地区を頭において、地区ごとにどういった取り組みを行っていくかを考えて

いく必要があります。そういった使い分けをしっかり理解して取り組みを実施していきたいと

思います。 

 

〇清水委員 
地区分けについても様々な分け方があり、公民館を作る際には54地区に分けたこともあり

ます。今の24地区コミュニティも時代時代で変わってきた経緯があります。 

 
〇香取委員 
人口ビジョンの話がありましたが、10年後には私のいる塚田地区は1番の地区になります。

学校の数も地区によってばらつきがあります。そういった状況を踏まえて、10 地域の見直し

は今後必要であると思います。 

 

〇事務局 
面的な地域の緑の特性のとらえ方や、行政側としての緑の保全や公園の整備といった場合に

は10地域位が良いのかと思います。一方で、市民協働の施策では、24地区コミュニティを意
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識して活動されていることを念頭において実施していく必要があると考えています。 

 
〇木下会長 
24地区コミュニティと言えば市民の方にはわかりますか。 

 

〇泉谷委員 
比較的わかりやすい区分だとは思います。 

ただ、地域別計画を見てみると、夏見地域は、緑ということを考えると効率良くまとまって

おり、24 地区にこだわらず、効率良くまとまっている地域もあるので、地域性を見て区分け

した方が良いと思います。 

 

〇木下会長 
地域区分は、地域によっても違うので、何をねらいとするかによると思います。今回は 24

地区コミュニティについて、ちゃんと説明した方が良いと考えています。 

では、残りの章と資料編までについて、まとめて事務局お願いします。 

 
 緑の基本計画改定案について ⑥第6章計画策定後の進行管理、第 7章緑の基本計画とは、
⑦資料編、⑧その他  
〇事務局 

第6章の計画策定後の進行管理と、第7章の緑の基本計画とは、についてはデザインの作り

込みをしたもので、内容に大きな変更点はございません。 

資料編についてはアンケート結果等の基礎資料と、用語の解説を掲載しています。 

前回までに、髙田委員から、花いっぱいまちづくり助成事業などの申込み方法や申請書など

もあると良いのでは、というご意見をいただきましたが、実際の申請の際には、細かな事前説

明等が必要であること、また、計画自体が10年、20年の長期スパンである中で、手続方法や

申請書式が変更になる可能性もあることから、計画書への掲載はしないこととしました。 

 

〇木下会長 
ありがとうございました。ではこの部分についていかがでしょう。 

 
〇清水委員 
三咲地区は人口が増えており、畑がなくなり住宅が増えてきています。そんな中で、公園を

つくるより、駐車場をつくって欲しいという要望が多い状況があります。市民の意識の向上と

して公園が重要であるということを市民に訴えるものが欲しいと思います。 

 

〇木下会長 
公園の重要性については記載されているので、あとはPRをしっかりとしてもらいたいと思

います。 
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〇飯塚委員 
用語の解説の最後に公園種別の一覧があり、基本的な考えがあります。また、個別施策2-1

公園不足地区における優先的整備にある身近な公園の整備イメージがあり、この2つはリンク

していると思いますが、これに対して、計画目標である一人当たり5㎡というのは適正なのか

どうかが気になります。人口を基に考えるものと面積と配置から考えるもので、整合性をとる

必要があるのではないかと思います。 

 

〇事務局 

個別施策2-1公園不足地区における優先的整備にある図は、一般的な公園の配置を示した図

です。この他に、総合公園等がありますので、そういうものも含めると、概ね同じ数字になる

と以前確認しております。 

 

〇木下会長 
用語の解説の最後のページにある表の数字は目安であるので、そういうものだということが

わかるように書いておいた方が良いと思います。 

 

〇富塚副会長 
計画策定のあと、これからが大切であり、市民との協働を意識しながら、市民に理解し行動

を起こしてもらう施策が必要になります。そうすることでこの計画が、「実」があるものにし

て欲しいと思います。公園面積等は後からついてくるものであり、市の緑の質を高め、市民に

喜んでもらう取り組みを進めて欲しいと思います。 

 

〇木下会長 
本来であればアクションプランがあり、どう実施につないでいくかが必要なところですが、

そのつなぎをしっかりやっていただきたいと思います。 

 

〇中村（義）委員代理 
計画の目標1樹林地の確保については、資料編の緑の現況に関する資料の3船橋市の緑の現

状にこれまでの樹林地の変遷があり、これがとても重要な事かと思います。それを踏まえると

保全していく目標が理解しやすいので、資料編ではなくもっと前に記載した方が良いと思いま

す。 

 

〇木下会長 
後段の資料を読んでから前段の計画の目標を見ると分かりやすいということかと思います。 

 

〇香取委員 
樹林地の定義についてですが、市が管理している部分と民間の部分の割合はどのくらいです

か。 
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〇事務局 

平成25年度（現況）の206haのうち、86haは市が管理し、民間の土地で指定樹林としてい

るものが105hであり、15haは県民の森として県が管理しています。 

 

〇香取委員 
計画の目標との整合性はどう理解したら良いか、わかりにくいと思います。保全している樹

林地が全て市の土地であると見えてしまうのではないでしょうか。 

 

〇伊藤委員 
目標1樹林地の確保については、わかりづらいので表現を工夫して欲しいと思います。 

 

〇事務局 

公園はほとんどが市の土地ですが、一部には借地して公園としているものもあります。 

 

〇清水委員 
それで86haしかないというのは意外に感じます。 

 

〇香取委員 

86haはあくまで樹林地であり、公園とは別だと思います。 

 

〇木下会長 
樹林地については、公有地、私有地等がわかるように表現した方が良いと思います。 

 それでは、他になければ、最後に今後のスケジュールを、事務局お願いします。 

 

〇事務局 

 本委員会については、今回をもちまして予定された会議は終了となります。今後は、6月に

議会説明を行い、8 月頃にパブリックコメントを実施し、最終的な改定版は 12 月頃に公表す

る予定です。 

パブリックコメント等の中で大きな議題等が発生した場合は、会長とも相談のうえ、第 4

回の委員会を開催する可能性がありますのでよろしくお願いいたします。 

また、今回の委員会でいただいたご意見や、議会報告前の庁内最終確認での意見、パブリッ

クコメント等による軽微な変更については、その変更内容の確認を木下会長に一任いただくと

いうことで委員の皆様にご了承いただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

○各委員 
（異議なし） 

 

〇事務局 

連絡は以上となりますが、ここで建設局長よりご挨拶申し上げます。 
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〇局長挨拶 

短い期間の中でこのような形でとりまとめることができましたこと、お礼申し上げます。緑

の分野については市民の方にご意見いただきやすいと思いますので、パブリックコメントにお

いても、関心を持っていただけるようにしていきたいと思います。その中で前向きなご意見が

あれば、直していく予定ですし、大きな修正があればもう一度皆様にお集まりいただくことも

あるかと思います。 

会長からは、アクションプランを立てなければいけないのではないかというご意見がありま

した。また、副会長からも実際に実行していくことが大事だというご意見がありました。私も、

計画はあくまでも計画であり、計画をつくって力尽きてしまうことが一番良くないと考えてい

ます。 

これからまだ修正する可能性がありますが、計画がまとまったあかつきには、きちんと計画

に即したかたちで事業・施策に取り組んでまいります。またこの計画には新たに市民協働の話

や計画策定後の進行管理としてＰＤＣＡサイクルの話も盛り込んでいます。その段階で皆様に、

改めてご確認いただくことがあると思いますし、より前向きに事業・施策を展開していくため

にどういう取り組みができるかの相談に乗っていただくこともあると思いますので、今後とも

よろしくお願い致します。本日はどうもありがとうございました。 

 

〇木下会長 

 これを持ちまして、第3回船橋市緑の基本計画改定委員会を終わります。 

3回と短い委員会ではありましたが、皆様にいろいろなご意見を活発にいただきまして、本

当にありがとうございました。 

建設局長からもご挨拶いただきましたように、この後が大事であり、この計画の進捗につい

ては常日頃目を光らせておいていただきたいと思います。また、この計画がうまくいくように

引き続きご協力いただきたいと思います。 

パブリックコメントで大きな問題がなければこれで終了となります。3回の委員会にご協力

いただきありがとうございました。 

 


