第１回船橋市緑化推進委員会（第３期） 会議録
（令和３年１２月１３日作成）
1

開催日時
令和 3 年 11 月 8 日（月曜日）14 時 00 分から 16 時 00 分

2

開催場所
職員研修所

6階

601 研修室

3 出席者
（1）委員
木下剛委員、鈴木弘行委員、花村義久委員、岩崎まゆみ委員、長嶋雄一委員
高宮幸子委員、富田恭子委員、清水治男委員、加瀬武正委員、泉谷清次委員
文川和雄委員
（2）事務局（都市整備部公園緑地課）
吉川課長、芝原課長補佐、長谷川指導係長、中野管理係長、村田計画係長
伊藤主事、石濱主事
（3）その他（行政）
（都市整備部） 竹田部長
（環境政策課） 大谷課長補佐
（市民協働課） 齊藤課長
（農水産課）
山崎課長
4

欠席者
海老原勇委員

5

議題及び公開・非公開の別並びに非公開の場合にあっては、その理由
緑の基本計画中間評価【公開】

6

傍聴者数
0名

7

決定事項
緑化推進委員会からの意見を受け、新しい取り組みを進めた個別施策について、
評価を頂いた。
その他施策について、会 長及び事務局にて事前に設定した仮評価を承認いただ
き、評価とした。
基本施策の評価基準について、決定された。

8 議事
○事 務局 （公 園緑 地課 芝原 課長 補佐 ）
皆 様、 こん にち は。 お忙 しい 中ご 出席 いた だき まし て、 誠に あり がと うご ざい ます 。定 刻
とな りま した ので 、た だい まよ り第 １回 船橋 市緑 化推 進委 員会 を開 催い たし ます 。
司 会を 務め させ てい ただ きま す公 園緑 地課 課長 補佐 の芝 原と 申し ます 。よ ろし くお 願い い
たし ます 。
本 日の 委員 会で すが 、２ 時間 程度 を予 定し てお りま す。 適宜 休憩 を挟 みた いと 考え てお り
ます 。よ ろし くお 願い いた しま す。 以後 、着 座に て進 行さ せて いた だき ます 。
委 員会 開催 に先 立ち ま し て、 新型 コロ ナウ イル ス感 染症 対策 につ いて ご説 明い たし ます 。
本市 では 、屋 内施 設の 利用 に当 たり 、予 防策 を講 じて 利用 する こと とし てお りま す。 具体 的
な予 防策 とし て、 体調 が悪 い、 発熱 があ る場 合の 参加 の自 粛、 入り 口で の体 調チ ェッ ク、 マ
スク の着 用、 会場 内に ある 手指 消毒 剤の 使用 、小 まめ な換 気の 実施 、対 人距 離の 確保 など を
行っ てお りま す。 その 関係 で座 席の 間隔 を空 けた 配置 など をさ せて いた だい てお りま す。 ま
た、 会議 中も マス クの 着用 や、 換気 のた め窓 を開 ける など の対 応を 取ら せて いた だき ます 。
その ため 、説 明が 聞き 取り づら いな どご 不便 を お かけ する こと もご ざい ます が、 ご了 承い た
だき ます よう よろ しく お願 いい たし ます 。
ま た、委 員会 中に 体調 の変 化な どご ざい まし たら、事務 局ま でお 申し 出く ださ いま すよ う、
よろ しく お願 いい たし ます 。
続 きま して、資料 の 確認 をさ せて いた だき ます。まず 、会 議次 第、次に 委員 一覧、座席 表 、
議事 資料 とい たし まし て、
「 船橋 市緑 の基 本計 画

概要 版」、次に 、
「 第１ 期・第２ 期の 振り 返

り及 び中 間評 価の 進め 方」、 Ａ４ のワ ンペ ーパ ー、 次に、「個 別施 策一 覧」、 Ａ３ の１ 枚で す。
それ と、
「 個別 施策 の進 捗状 況一 覧」、Ａ３ のも ので す。
「 基本 施策 の 評 価基 準及 び評 価シ ート」、
Ａ３ のも ので す。 最後 に、「 評価 に対 する 意見 シー ト」、 Ａ４ の紙 にな りま す。 以上 、数 が多
く９ 点と なり ます が、 資料 のな い方 はい らっ しゃ いま すで しょ うか 。よ ろし いで しょ うか 。
で は、 まず 初め に、 第３ 期の 委員 の皆 様へ 委嘱 状の 交付 を行 いた いと 思い ます 。
任 期は 、本 日令 和３ 年１ １月 ８日 から 令和 ５年 １１ 月７ 日ま での ２年 間と なり ます 。本 来
であ れば 市長 より 交付 させ てい ただ くと ころ です が、 公務 のた め欠 席と なり ます こと をお わ
び申 し上 げま す。 代理 とし て、 吉川 公園 緑地 課長 より 交付 させ てい ただ きま すの で、 よ ろ し
くお 願い いた しま す。
（吉 川公 園緑 地課 長よ り各 委員 へ委 嘱状 を交 付）
○事 務局 （公 園緑 地課 芝原 課長 補佐 ）
以 上を もち まし て、 委嘱 状の 交付 を終 了い たし ます 。
続 きま して 、今 回の 委員 会よ り新 たに 委員 にな られ た方 をご 紹介 させ てい ただ きま す。
ま ず、 有識 者の 立場 から 、樹 木医 であ りま す鈴 木弘 行委 員。
○鈴 木委 員
鈴 木で す。 よろ しく お願 いし ます 。
○事 務局 （公 園緑 地課 芝原 課長 補佐 ）
企 業の 立場 から 、花 企画 株式 会社 取締 役、 岩崎 まゆ み委 員。
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○岩 崎委 員
岩 崎ま ゆみ です 。よ ろし くお 願い いた しま す 。
○事 務局 （公 園緑 地課 芝原 課長 補佐 ）
同 じく 、Ｊ Ａい ちか わ船 橋地 区青 年部 参与 、長 嶋雄 一委 員。
○長 嶋委 員
長 嶋と 申し ます 。よ ろし くお 願い いた しま す。
○事 務局 （公 園緑 地課 芝原 課長 補佐 ）
同 じく 、船 橋商 工会 議所 女性 会 副会 長、 高宮 幸子 委員 。
○高 宮委 員
よ ろし くお 願い いた しま す。
○事 務局 （公 園緑 地課 芝原 課長 補佐 ）
自 治会 代表 の立 場か ら、 自治 会連 合協 議会 北部 地区 副会 長、 清水 治男 委員 。
○清 水委 員
よ ろし くお 願い しま す。
○事 務局 （公 園緑 地課 芝原 課長 補佐 ）
ま た、 今回 の委 員会 は、 オブ ザー バー 参加 とし て、 都市 整備 部 竹 田部 長、 環境 政策 課 大
谷課 長補 佐、 市民 協働 課 齊 藤課 長、 農水 産課 山崎 課長 にご 出席 をい ただ いて おり ます 。
次 に、 事務 局の 公園 緑地 課職 員を 紹介 させ てい ただ きま す。
ま ず、 吉川 課長 、長 谷川 指導 係長 、中 野管 理係 長、 村田 計画 係長 、伊 藤主 事、 石濱 主事 、
最後 に私 、芝 原の 計７ 名で 事務 局の 運営 をさ せて いた だき たい と思 いま す。
本 日は 第１ 回目 の委 員会 とな りま すの で、 会長 選出 まで の進 行は 事務 局に 一任 させ てい た
だく とい うこ とで よろ しい でし ょう か。
（「異 議な し」 の声 あり ）
○事 務局 （公 園緑 地課 芝原 課長 補佐 ）
あ りが とう ござ いま す。
で は、 続き まし て、 吉川 公園 緑地 課長 より ご挨 拶申 し上 げま す。
○事 務局 （吉 川公 園緑 地課 長）
改 めま して 、皆 さん こん にち は。 公園 緑地 課の 吉川 でご ざい ます 。
皆 様に は、 日頃 より 本市 緑化 行政 にご 理解 、ご 協力 をい ただ きあ りが とう ござ いま す。 本
日は 、第 ３期 第１ 回目 の緑 化推 進委 員会 とな りま す。 新し く委 員に なら れた 方も いら っし ゃ
いま すの で、 委員 会の 設置 経緯 につ いて お話 しさ せて いた だき たい と思 いま す。
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本 市の 緑の 基本 計画 につ きま して は、 その 構成 を 市 民協 働の 推進 に比 重を 置き 、市 民を 主
体と した 姿勢 にシ フト した 計画 とし て平 成２ ９年 ３月 に改 定い たし まし た。 本日 は、 資料 と
して 概要 版を お配 りし てお りま す。
緑 の基 本計 画に おけ る４ つの 基本 方針 に沿 って 緑の 将来 像を 実現 する ため 、個 別に ４５ 個
の施 策を 策定 いた しま した 。そ の一 つに 、こ の緑 化推 進委 員会 の設 置が ござ いま す。
緑 化推 進委 員会 の理 念と いた しま して は、 市民 ニー ズの 多様 化、 複雑 化に 対応 した 行政 サ
ービ スに 質的 、量 的に も限 界が 生じ てお り、 まち の緑 化活 動な どを して いる 団体 や潜 在す る
市民 力の 協力 をい ただ きな がら 、緑 化推 進の 仕組 みや ルー ルづ くり のほ か、 協働 が必 要な 施
策に つい て意 見交 換な どを 実施 し、 各地 域の 実情 に応 じた 緑化 の推 進を 目指 すと して おり ま
す。
第 １期 、第 ２期 の委 員会 にお かれ まし ては 、市 民協 働の 施策 を中 心に ご議 論を いた だき 、
いた だい たご 意見 を基 に施 策の 改善 を図 って いる とこ ろで ござ いま す。
第 ３期 目の 委員 の皆 様に は、 本日 より ２年 間の 任期 をお 願い させ てい ただ きま した 。本 日
の議 事は 、こ の後 事務 局よ り説 明さ せて いた だき ます が、 緑の 基本 計画 の中 間評 価と して お
り、 皆様 にい ただ く評 価を 基に 、よ り良 い施 策と して 進め てま いり たい と 考 えて おり ます の
で、 どう ぞ忌 憚の ない ご意 見を いた だけ れば 幸い でご ざい ます 。
ど うぞ よろ しく お願 いい たし ます 。
○事 務局 （公 園緑 地課 芝原 課長 補佐 ）
今 回の 委員 会に おき まし ては 、１ １名 の委 員に ご出 席い ただ いて おり ます こと から 、船 橋
市緑 化推 進委 員会 設置 要綱 第５ 条第 ２項 に規 定さ れて おり ます 開催 の要 件を 満た して いる こ
とを ご報 告申 し上 げま す。
な お、 海老 原委 員は 、所 用の ため ご欠 席と の連 絡を 受け てお りま す。
続 きま して 、会 長及 び副 会長 の選 任に つい てお 諮り いた しま す。
会 長及 び副 会長 は、 船橋 市緑 化推 進委 員会 設 置 要綱 第４ 条第 １項 の規 定に より 、委 員の 互
選と なっ てお りま すの で、 よろ しく お願 いい たし ます 。会 長に 立候 補な さる 方、 また 推薦 す
る方 、い らっ しゃ いま すで しょ うか 。
花 村委 員、 お願 いい たし ます 。
○花 村委 員
花 村と 申し ます 。会 長に 木下 委員 をご 推薦 させ てい ただ きま す。
先 生に は、 創立 以来 ずっ とこ の委 員会 を指 導し 、ま たま とめ て、 ここ まで 立派 な形 にし て
いた だき まし た。 引き 続き 、ぜ ひご 指導 いた だき たい と思 い推 薦さ せて いた だく もの です 。
よろ しく お願 いし ます 。
○事 務局 （公 園緑 地課 芝原 課長 補佐 ）
あ りが とう ござ いま した 。会 長に は木 下委 員と のご 推薦 があ りま した が、 皆様 いか がで し
ょう か。
（「異 議な し」 の声 あり ）
○事 務局 （公 園緑 地課 芝原 課長 補佐 ）
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そ れで は、 木下 委員 、会 長を お引 き受 けい ただ けま すで しょ うか 。
○木 下委 員
か しこ まり まし た。 ご推 薦で すの で、 謹ん でお 引き 受け した いと 思い ます 。よ ろし くお 願
いい たし ます 。
○事 務局 （公 園緑 地課 芝原 課長 補佐 ）
あ りが とう ござ いま す。
続 きま して 、副 会長 の互 選に 入り たい と思 いま す。 立候 補な さる 方、 また は推 薦す る方 は
いら っし ゃい ます でし ょう か。
で は、 木下 会長 、お 願い いた しま す。
○木 下会 長
そ れで は、 推薦 させ てい ただ きま す。 副会 長に は、 学識 委員 の立 場で ご参 加い ただ いて お
りま す鈴 木委 員が 適任 と思 いま すの で、 推薦 いた した いと 思い ます 。
○事 務局 （公 園緑 地課 芝原 課長 補佐 ）
あ りが とう ござ いま す。
副 会長 に鈴 木委 員と のご 推薦 があ りま した が、 皆様 いか がで しょ うか 。
（「異 議な し」 の声 あり ）
○事 務局 （公 園緑 地課 芝原 課長 補佐 ）
で は、 鈴木 委員 、副 会長 をお 引き 受け いた だけ ます でし ょう か。
○鈴 木委 員
か しこ まり まし た。 木下 会長 の足 を引 っ張 らな いよ うに 頑張 りま すの で、 よろ しく お願 い
いた しま す。
○事 務局 （公 園緑 地課 芝原 課長 補佐 ）
あ りが とう ござ いま す。
そ れで は、 木下 会長 、鈴 木副 会長 、そ れぞ れ会 長、 副会 長席 に移 動を お願 いい たし ます 。
一言 ご挨 拶を いた だけ れば と思 いま す。
（木 下会 長、 鈴木 副会 長、 正副 会長 席に 移動 ）
○木 下会 長
改 めま して、ただ いま 会長 の職 を仰 せつ かり まし た木 下と 申し ます。千葉 大学 の園 芸学 部、
松戸 にご ざい ます けれ ども 、そ こで 造園 を専 門に して おり ます 。
こ の船 橋市 の緑 化推 進委 員会 につ きま して は、 第２ 期か ら引 き続 いて 会長 職を 仰せ つ か る
こと にな りま した 。微 力で はご ざい ます が、 会の 円滑 な進 行と 、皆 様の 忌憚 のな いご 意見 の
場を しっ かり とつ くる とい うこ とを 第一 に会 のほ うを 進め てま いり たい と思 いま すの で、 ご
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協力 のほ ど、 どう ぞよ ろし くお 願い 申し 上げ ます 。
簡 単で はご ざい ます けれ ども、ご挨 拶と させ てい ただ きま す。よ ろし くお 願い いた しま す。
○鈴 木副 会長
副 会長 に任 命し てい ただ きま した 樹木 医の 鈴木 です 。今 回か ら入 るこ とに なり まし たが 、
前任 の副 会長 をし てい まし た富 塚は、大学 は東 京農 業大 学を 出て おり、私も そう なの です が、
大学 の先 輩で 、引 き継 ぎま して やる こと にな りま した 。
私 も造 園を 学ん でい まし たし 、船 橋市 に生 まれ たと きか ら住 んで いま すの で、 船橋 の緑 を
良く する ため に少 しで も力 にな れれ ばと 思い ます 。よ ろし くお 願い いた しま す。
○事 務局 （公 園緑 地課 芝原 課長 補佐 ）
あ りが とう ござ いま した 。
最 後に 、会 議の 公開 、傍 聴に つい てご 説明 させ てい ただ きま す。 本会 議に つき まし ては 、
不開 示情 報が 含ま れて おり ませ んの で、船 橋市 情報 公開 条例 第２ ６条 によ り公 開と なり ます。
また 、船 橋市 附属 機関 等の 会議 の公 開実 施要 綱に より 、発 言者 の氏 名を 記し た会 議録 を公 開
する こと とな りま す。
傍 聴に つき まし ては 、傍 聴者 定員 を５ 名と して 市の ホー ムペ ージ に掲 載さ せて いた だき ま
した こと をご 報告 いた しま す。 なお 、本 日傍 聴者 はお りま せん 。
事 務局 から は以 上と なり ます 。
そ れで は、 船橋 市緑 化推 進委 員会 設置 要綱 第４ 条第 ２項 の規 定に 基づ き、 議事 の進 行は 木
下会 長に お願 いい たし ます 。よ ろし くお 願い いた しま す。
○木 下会 長
そ れで は、 早速 です けれ ども 、議 事の ほう に入 って まい りた いと 思い ます 。
「 緑の 基本 計画 中間 評価 」に つい てと いう こと で、 事務 局よ り説 明を お願 いい たし ます 。
○事 務局 （公 園緑 地課 石濱 主事 ）
事 務局 でご ざい ます 。
そ れで は、 議事 の「 緑の 基本 計画 中間 評価 」に つい て説 明を させ てい ただ きま す。
ま ず初 めに 、今 回は 第３ 期の 第１ 回目 の委 員会 でご ざい ます ので 、今 まで の第 １期 、第 ２
期の 振り 返り から 始め させ てい ただ きま す。
お 配り しま した 資料 のう ち、基本 計画 の概 要版 と、Ａ４ 縦の 資料、
「第１ 期・第 ２期 の振 り
返り 及び 中間 評価 の進 め方」、こ の２ 点を お手 元に ご用 意く ださ い。
現 在の 緑の 基本 計画 は、 平成 ２９ 年３ 月に 改定 をい たし まし た。 概要 版を 開い てご 覧く だ
さい 。中 を全 部開 いて いた だき ます と、 ６個 の基 本 施 策、 そし て４ ５個 の個 別施 策か ら緑 の
基本 計画 は構 成を され てお りま す。
こ の中 の基 本施 策の ５－ ９に、
「 緑 化推 進委 員会 の設 置」を 施策 とし て定 めて おり ます ので、
こち らに 基づ いて 、第 １期 、第 ２期 の委 員会 の中 で、 市民 との 協働 の推 進を 中心 に皆 様に ご
議論 をい ただ いて まい りま した 。
ま た、 この 緑の 基本 計画 は、 令和 ７年 度に 次回 の改 定を 予定 して おり ます 。
も う一 つの 資料、
「第 １期・第 ２期 の振 り返 り及 び中 間評 価」のほ うに 記載 させ てい ただ い
てお りま すが 、今 年度 は、 計画 の改 定か ら５ 年目 に当 たり ます 。そ のた め、 本日 は委 員会 の
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皆様 によ る評 価と いた しま して 、改 定か ら令 和２ 年度 まで の取 組を ご評 価い ただ き、 令和 ７
年度 に向 けた 取組 に生 かし てい きた いと 考え てお りま す。
続 きま して 、中 間評 価の 進め 方に つい てご 説明 をい たし ます 。同 資料 の裏 面を ご覧 くだ さ
い。 こち らに は中 間評 価の 進め 方を 記載 して おり ます 。
本 日は 、全 ４５ ある 個別 施策 の中 から 、今 まで この 緑化 推進 委員 会で ご議 論い ただ いた 施
策な ど、 委員 会意 見を 受け て新 たな 取組 を進 めた 施策 を議 事と して ご評 価い ただ きた いと 考
えて おり ます 。
ま た、 その 他に 本日 議論 の上 、評 価し たい とい う施 策が ござ いま した ら 、 委員 会か らご 意
見い ただ けれ ば議 事と させ てい ただ きま す。
な お、 その 他の 施策 につ きま して は、 既に 指標 を達 成し てい るも のな ど明 らか に評 価が 確
定す るも のや 、専 門的 知見 が必 要と なる 施策 もご ざい ます ので 、こ ちら は、 前期 も会 長を 務
めて いた だい た木 下会 長と 事務 局の ほう で協 議を させ てい ただ いて 、仮 評価 を設 定さ せて い
ただ きま した 。こ ちら は、 本日 の議 事と して は省 略い たし ます が、 後ほ ど説 明を させ てい た
だく 配付 資料 に仮 評価 とそ の設 定理 由も 記載 して おり ます ので、ご確 認を お願 いい たし ます。
な お、本 日評 価い た だく 具体 的な 施策 につ いて です が、こ ちら は Ａ３ 縦の 資料、左上 に「 個
別施 策一 覧」 と書 いて ある 資料 をご 覧く ださ い。 この 中で 、青 色で 太字 とし てい る５ つの 施
策で ござ いま す。読 み上 げさ せて いた だく と、ま ず基 本施 策の １－ ７番、
「 巨樹・名 木の 保全」、
基本 施策 ５－ １番、
「 市 民参 加の 公園 づく り」、２番、
「 ふれ あい 花壇 事 業」、５ 番、
「町 会等 清
掃委 託制 度の 推進」、そ して 基本 施策 ６－ ２番、
「花壇 コ ンテ スト」、以 上の ５点 を議 事と して
おり ます 。
そ の他 の施 策に つき まし ては 、委 員会 から ご承 認い ただ きま した ら、 会長 と設 定を しま し
た仮 評価 を評 価と させ てい ただ き た いと 考え てお りま す。 また 、そ の評 価に 対し まし て、 ご
質問 や疑 義が ござ いま した ら、 本日 の委 員会 終了 後、 もし くは 、後 日事 務局 のほ うま でご 意
見を いた だき まし たら 、会 長と 副会 長、 そし て事 務局 のほ うで 対応 を協 議さ せて いた だき た
いと 思っ てお りま す。 もし くは 、委 員の 皆様 から ご要 望が ござ いま した ら、 その 他の 施策 も
本日 の議 事と させ てい ただ きま す。
併 せま して 、前 回５ 月の 委員 会の 中で 、進 捗を「 Ｃ 遅延 して いる 」とし た 施策 の状 況に つ
いて も、 この 後ご 報告 をさ せて いた だき たい と考 えて おり ます 。
以 上の 流れ を皆 様に ご承 認い ただ けれ ば、 次は 個別 施策 の評 価へ 進ま せて いた だき たい と
考え てお りま すが 、会 長、 いか がで しょ うか 。
〇木 下会 長
ご 説明 あり がと うご ざい ます 。
今 ご説 明い ただ いた とお り、 本来 であ れば 、全 ４５ の個 別施 策を 、全 てこ の場 で一 つ一 つ
丁寧 に議 論し てい くべ きと ころ では ござ いま すけ れど も、 現実 問題 とし て時 間的 な制 約等 も
ござ いま すし 、お 話し いた だき まし たよ うに 、や はり 、主 にこ の緑 化推 進委 員会 で集 中的 に
ご議 論し てき た施 策を 中心 にご 評価 いた だく のが 現実 的で あろ うと いう ご判 断で す。
た だ、そ れ以 外の 施 策を 議論 しな いと いう こと では なく て、今 ご ざい まし たよ うに、別 途、
この 後特 に議 論す べき とい うも のが あれ ば議 論い たし ます し、 また 後日 、そ のよ うな こと が
あり まし たら 、今 日配 付さ れて おり ます 意見 シー トに 書い てい ただ いて 、事 務局 のほ うに お
寄せ いた だく とい うよ うな こと で対 応し てま いり たい と考 えて おり ます 。
と いう こと で、 事務 局の ほう から ご提 案い ただ きま した 進め 方で 今日 は進 めさ せて いた だ
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いて よろ しい かど うか をま ずお 諮り した いと 思い ます が、 いか がで しょ うか 。よ ろし いで し
ょう か。
（「異 議な し」 の声 あり ）
〇木 下会 長
あ りが とう ござ いま す。 それ では 、そ のよ うに 進め させ てい ただ きた いと 思い ます 。
で は、 事務 局の ほう から 引き 続き よろ しく お願 いい たし ます 。
○事 務局 （公 園緑 地課 石濱 主事 ）
ご 承認 いた だき まし て、 あり がと うご ざい ます 。
そ れで は、 説明 に入 らせ てい ただ きま す。
ま ず、 この 後の 個別 施策 の評 価の 中で 、評 価の 基準 につ きま して 説明 をさ せて いた だき ま
す。 評価 の基 準に つき まし ては 、先 ほど 見て いた だい た「 中間 評価 の進 め方 」に 記載 をし て
おり まし て、Ａか らＤ 、Ａ が「 概 ね順 調に 進 んで いる」、Ｂが「や や 遅延 して いる」、Ｃが「 遅
延し てい る」、 Ｄが 「未 実施 で あ る」 とさ せて いた だき まし た。
続 きま して、先ほ ど見 てい ただ いた Ａ３ 縦の 資料、
「 個 別施 策一 覧」を 改め てご 覧く ださ い。
まず 、個 別施 策の 評価 に入 る前 に、 進捗 Ｃの 施策 につ いて 、現 在の 状況 をご 報告 させ てい た
だき たい と思 いま す。
具 体的 にご 報告 する 施策 はク リー ム色 で色 づけ して おり ます が、基本 施策 １－ ５番、
「特 別
緑地 保全 地区 の指 定」、基本 施策 ２－ ７番、
「新 たな 運動 公園 の整 備」、基本 施策 ５－ ６番、
「地
域の シン ボル とな る緑 づく り」 でご ざい ます 。
こ ちら につ きま して は、 今ま での 取組 を資 料に まと めさ せて いた だき まし た。 こ ち らの Ａ
３の 横の 、左 上に ホチ キス 留め をし てい る資 料を ご覧 くだ さい 。こ ちら の資 料に は、 今ま で
の実 際の 取組 を記 載し てお りま す。また 、資 料の 右側 は評 価欄 とし てお りま して、
（Ａ ）な ど
の表 記は 、事 前に 設定 をさ せて いた だい た仮 評価 でご ざい ます 。ま た、 赤色 の文 字で 評価 の
設定 理由 も記 載を して おり ます 。こ ちら は後 ほど 改め て説 明さ せて いた だき ます 。
そ れで は、 進捗 Ｃの 報告 に入 りた いと 思い ます 。資 料は 、２ ペー ジを ご覧 くだ さい 。
基 本施 策１ －５ 番、
「 特別 緑地 保全 地区 の指 定」で ご ざい ます 。ま ず、こ ち らは 良好 な緑 地
を特 別緑 地保 全地 区と して 指定 をす るこ とで 、建 築行 為な どの 制限 をし て、 緑を 保全 して い
くと いう 制度 でご ざい ます 。現 在、 市で はま だ指 定を して おり ませ んの で進 捗を Ｃと して お
りま すが 、緑 地や 樹林 地の 把握 、ま たは 他市 の指 定の 事例 の調 査な どを 行っ てお りま す。 こ
ちら は、 指定 をす るこ とに よっ て税 金の 優遇 など のメ リッ トも ござ いま すが 、私 的財 産に 強
い制 限を かけ るも ので もあ りま すの で、 地権 者の 同意 も必 要と なり ます 。
本 市で は、平 成２ ４年 度か ら市 全域 を緑 化重 点地 区と して 緑の 保全 を図 って おり ます ので、
指定 以外 の保 全方 法も 含め て県 や国 、近 隣自 治体 と連 携を して 研究 を進 めて いき たい と考 え
てお りま す。
こ のま ま報 告を 続け させ てい ただ きま す。 次は 、資 料の ４ペ ージ をご 覧く ださ い。
こ ちら は、基本 施策 ２－ ７番、
「 新た な運 動 公園 の整 備」でご ざい ます 。現 在 、運 動公 園 は
市内 １か 所に ござ いま して 、新 しい 運動 公園 の適 地は 引き 続き 模索 する 必要 があ ると 考え て
おり ます が、一 定規 模の 用地 が必 要と なる こと から、早急 な対 応は 難し いと 考え てお りま す。
しか しな がら 、既 存の 運動 公園 につ きま して は、 指定 管理 者制 度を 導入 し、 利用 者の 皆様 に
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とっ て利 便性 の高 いサ ービ ス等 を導 入し て、 市民 サ ー ビス の向 上に 努め てい ると ころ でご ざ
いま す。
続 きま して 、資 料の ９ペ ージ をご 覧く ださ い。
こ ちら は、基本 施策 ５－ ６番、
「地 域の シン ボル とな る緑 づく り」でご ざい ます 。公 園の 整
備な どに 合わ せて 地域 のシ ンボ ルと して 植樹 を行 うこ とで 、公 園に 愛着 を感 じて いた だく 、
そう いっ た施 策で ござ いま す。 事例 とし ては ３件 ござ いま して 、イ メー ジし やす いよ うに 前
に写 真も 映さ せて いた だき まし た。 今、 見や すい よう に電 気を 消さ せて いた だき ます が、 こ
ちら は大 穴近 隣公 園に ある ムク ロジ でご ざい ます 。そ の他 、地 元か らの 要望 によ って 、三 咲
の公 園へ 植樹 をし た例 もご ざい ます 。
令 和７ 年度 の目 標を 達成 する ため には 実績 が少 ない ため 進捗 をＣ とし てお りま すが 、公 園
の整 備等 によ って 移植 が可 能と いう 場合 は、 対応 でき るよ うに 整え てお りま す。
報 告に つい ては 以上 でご ざい ます 。
○木 下会 長
ご 説明 あり がと うご ざい まし た。
た だい まご 説明 いた だい た３ 件に つき まし ては 、全 てが この 委員 会で 特に 議論 して きた も
ので はな いの です が、今あ りま した よう に、Ｃ判 定、遅 延し てい る とい う施 策で ござ いま す。
です ので 、こ れに つき まし て、 委員 の皆 様か らご 意見 や質 問等 がご ざい まし たら お受 け し た
いと 思い ます 。
当 然、 遅延 して おり ます ので 、で きれ ば今 後積 極的 に進 めて いく こと がで きれ ばい いわ け
です けれ ども 、今 ご説 明い ただ きま して 、な かな か難 しい 施策 のよ うで はご ざい ます 。
何 か質 問や ご意 見が あれ ば、 よろ しく お願 いい たし ます 。
運 動公 園の 整備 等は 、特 に市 民の 皆様 には 関心 のあ る施 策か と思 われ ます が、 よろ しい で
すか 。特 に何 かご ざい ませ んか 。
お 願い いた しま す。
○長 嶋委 員
青 年部 の長 嶋で す。 新た な運 動公 園と いう こと で、 バス ケッ トボ ール の千 葉ジ ェッ ツさ ん
の本 拠地 が、 今度 移転 する とい うお 話を 聞き ま し た。 それ で、 候補 地が どう やら ＩＫ ＥＡ の
隣で 、工 事も 既に 始ま って いる らし いの です 。そ の辺 を運 動公 園と して 何か でき ない かな と
思っ たの です が、 どう でし ょう か。
○木 下会 長
今 のは ご質 問で すか 。ご 意見 です か。 候補 地と して いか がか とい うこ とで すね 。
こ れに 関し て、 加え て委 員の 皆様 から 何か あれ ば。 なけ れば 、事 務局 のほ うか らよ ろし く
お願 いい たし ます 。
○事 務局 （吉 川公 園緑 地課 長）
事 務局 でご ざい ます 。
今 、委 員の ほう から 、千 葉ジ ェッ ツふ なば しの 移転 候補 地、 移転 先と いう こと でお 伺い し
まし たが 、民 間事 業者 によ り 多 目的 の１ 万人 程度 入る よう な収 容施 設が でき ると いう 情報 に
つい ては 承知 して おり ます けれ ども 、い わゆ る都 市公 園と いう こと にな りま すと 、そ の敷 地
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面積 の５ ０％ 以下 に運 動施 設な どを 収め なけ れば いけ ない とい う基 準も ござ いま す。 です の
で、 その 施設 があ るか ら運 動公 園に なる とい うこ とで はな く、 緑地 や広 場、 そう いっ た景 観
等も 含め て総 合的 に判 断さ れる もの にな って おり ます 。
ま た、 運動 公園 です と、 １か 所当 たり 運動 公園 の面 積は １５ ヘク ター ルか ら７ ５ヘ クタ ー
ルを 標準 とし てお りま すの で、 運動 公園 とし ての 適地 とい うよ うな 考え 方は 今現 在持 って い
ませ ん。
○木 下会 長
よ ろし いで すか 。
○長 嶋委 員
は い。
○木 下会 長
ほ かに いか がで しょ うか 。ち ょっ と私 のほ うか ら。
こ の「 新た な運 動公 園の 整備」、施 策２ －７ につ きま して は、新た な適 地を 模索 、検 討す る
と。 その 一方 で、 また 、既 存の 運動 公園 の計 画的 なリ ニュ ーア ルも 検討 して いく とい うこ と
で、 全く 違う こと が２ つ書 かれ てい るわ けで すけ れど も、 これ は両 方と もや って いく のか 。
ある いは、
「ま た」でつ なが れて いま すけ れど も、ど ち らか にし てい くの か。その 辺は もう 少
し詳 しく 伺え ると いい かな と思 うの です が、 い か がで しょ うか 。
○事 務局 （吉 川公 園緑 地課 長）
緑 の基 本計 画に 掲載 して おり ます 第二 運動 公園 とい うこ とで ござ いま すけ れど も、 現在 の
運動 公園 が船 橋市 の中 西部 、西 側の ほう にご ざい ます ので 、市 民の 利用 の均 衡を 図る ため に
は、 東側 であ った り、 北側 であ った り、 そう いっ たと ころ に先 ほど お話 しさ せて いた だい た
面積 が確 保で きる よう な用 地が ある か、 また は、 そう いっ たご 協力 をい ただ ける よう な土 地
利用 に今 なっ てい るか どう かも 含め て、 検討 させ てい ただ いて いる とこ ろで ござ いま す。
「 また 」の 先、 その 後の くだ りに つき まし ては 、今 現在 一つ しか 運動 公園 がご ざい ませ ん
ので 、長 寿命 化を 図る ため 、老 朽化 した プー ルの 改修 のほ か、 公共 建築 物保 全計 画に より 適
切に 管理 して いく こと につ いて 記述 した とこ ろで ござ いま す。
○木 下会 長
あ りが とう ござ いま した 。
よ ろし いで しょ うか 。花 村委 員、 よろ しく お願 いい たし ます 。
○花 村委 員
運 動公 園の 関連 で、 これ だけ に限 らな いの です が、 ここ に指 定管 理者 制度 を導 入す ると い
う形 にな って いま す。 今、 公共 施設 をい ろい ろな 形で そち らの ほう にシ フト しよ うと いう 動
きが あり ます 。私 ども もい ろい ろな 関連 で見 てい ると 、割 に指 定管 理 そ のも のが 、制 度と し
ては 納得 する ので すが、実際 の運 営段 階に なる と、も のに よっ ても のす ごく 性質 が違 うの で、
やり 方も 変わ って くる こと にな るだ ろう と思 うの です 。
い ずれ にせ よ、 この 施設 その もの をど うい うふ うに 有効 に使 うか とい うこ とが 、い つも 裏
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にあ るわ けで すね 。要 する に、 これ のほ うが 経済 的だ とか 、た だ民 間を 導入 すべ きだ とい う
よう な概 念だ けで はな くて 、実 際に その 分野 でそ の施 設は どう なの かと いう 辺り の突 っ込 ん
だ検 討が なさ れ、 それ に向 けて 実際 に指 定管 理者 の人 たち に動 いて いっ ても らわ ない と、 実
は現 場で 非常 にう まく ない 現象 が起 こっ たり 、不 合理 なこ とが 起こ ると いう こと があ るの で
はな いか と思 いま す。
そ の辺 につ いて の検 討と いう か、 どち らか とい うと 、我 々か ら見 ると 一律 に上 から こん な
方向 で行 くん だと いう こと で、 そっ ちに 流れ がち なの では ない かと いう 気が する ので すが 、
その 辺の 、制 度を 導入 する に当 たっ ての 問題 点と か、 ある いは 検討 とか 、そ うい った もの が
どう なっ てい るの か教 えて いた だけ たら と思 うの です 。
○木 下会 長
ご 説明 をよ ろし くお 願い いた しま す。
○事 務局 （吉 川公 園緑 地課 長）
運 動公 園の 指定 管理 者制 度導 入は 、運 動公 園と 法典 公園 と い う２ 施設 の指 定管 理の 導入 を
行い まし たが 、一 つに 、行 財政 改革 とい う名 の下 に、 最大 限そ うい った 施設 の施 設利 用を 図
って いく とい うこ とで 、導 入し た経 緯が ござ いま す。
ま た、 導入 に当 たり まし ては 、サ ウン ディ ング を行 い、 導入 に向 けた 意見 聴取 等を 行い な
がら 、実 際に 公募 を行 い進 めて きた とい うと ころ でご ざい ます 。
○木 下会 長
行 財政 改革 から スタ ート した とい うご 説明 だっ たの です が、 ここ の報 告の とこ ろは 市民 サ
ービ スの 向上 を図 った とい うこ とで 、や はり こっ ちが 本当 は大 事な こと だと 思い ます ので 、
この 評価 に当 たっ ては 、そ うい った 行財 政改 革も さる こと なが ら、 本当 にこ の指 定管 理者 制
度の 導入 によ って 市民 サー ビス の向 上が 図れ たの かど うか とい うこ とも 含め て、 ご評 価い た
だく のが いい のか なと 思い まし た。 ご検 討い ただ けれ ばと 思い ます 。
ほ かに いか がで しょ うか 。ど うぞ 、よ ろし くお 願い いた しま す。
○鈴 木副 会長
運 動公 園で はな いの です けれ ども 、今 、ち ょう ど前 にス ライ ドが 出て いる 「地 域の シン ボ
ルと なる 緑づ くり 」と いう こと で、 とて も立 派な ムク ロジ で、 確か にこ れは 、本 当に シン ボ
ルに なっ たな と思 いま す。 もう 一点 例が 出て いる エド ヒガ ンに つい ては 、ち ょう ど 私 の自 宅
のそ ばで 、確 かに 立派 なや つな ので 、い い公 園に でき てい ると 思い ます 。
た だ、 こう いっ たシ チュ エー ショ ンは なか なか なく て、 こう いう シチ ュエ ーシ ョン を２ ０
か所 で挙 げて いく のは なか なか 厳し いと 思い ます 。多 分、 改修 工事 とい うの が年 間何 件か 平
均的 に予 定さ れて いる と思 うの です 。そ うい った 場合 には 、地 域の 皆さ んに 地元 説明 会な ど
をし てい ると 思い ます が、 聞き なが ら、 こん な木 を植 えた いと いう のが あれ ば、 新た な、 若
木で も本 数を 植え ると か、 また は目 立つ とこ ろに それ なり の木 を植 える など でシ ンボ ルと な
る緑 づく りは でき るの で、 そ う いっ たこ とも 検討 しな いと 、こ のＣ を上 げて いく のは 難し い
ので はな いか と思 いま すが 、い かが でし ょう か。
○木 下会 長
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お 願い いた しま す。
○事 務局 （吉 川公 園緑 地課 長）
確 かに 、地 域の シン ボル とな る緑 づく りと いう のは 、そ この 地域 に根 差し てい た大 きな 木
であ った り、 大切 にし てい きた いも の、 今回 パワ ーポ イン トで 映出 され てい るム クロ ジも そ
の一 つの 例で ござ いま すし 、エ ドヒ ガン のお 話も 副会 長の ほう から あり まし た。 例え ば市 で
整備 した 大穴 近隣 公園 であ れば 、町 会等 の説 明も しな がら 計画 段階 から 進め てま いり まし た
ので 、そ うい った とこ ろで は、 もう 少し この 辺の 内容 を強 くお 話を した 上で シン ボル にな る
よう な樹 種の 選択 等を して いた だく こと で、 地域 のシ ンボ ルと なる 緑づ くり にな った もの と
思い ます 。
○木 下会 長
あ りが とう ござ いま す。
ほ かに いか がで しょ うか 。加 瀬委 員、 よろ しく お願 いい たし ます 。
○加 瀬委 員
こ の会 議の 話と ちょ っと 違う かな と思 いま すけ れど も、 私、 １か 月ぐ らい 前に 、船 橋の 市
営霊 園に お邪 魔す る機 会が あっ て、 そう しま した らば 、門 を入 って すぐ 両脇 に、 立派 な桜 の
木が ある んで すよ。当然 、桜の 時期 にな ると お墓 参り の方 はお 花見 がで きる かな と思 いま す。
私、 認識 不足 なん です けれ ども 、お 花見 の時 期に 市営 霊園 を一 般開 放し て、 お花 見を どう ぞ
とい うよ うな こと はア ナウ ンス され てい るん です か。 その 辺を お伺 いし たい 。
○木 下会 長
ご 質問 です 。よ ろし くお 願い いた しま す。
○事 務局 （吉 川公 園緑 地課 長）
市 営霊 園の ほう は公 園緑 地課 で所 管し てい ませ んの で、 都市 公園 の中 で、 近隣 公園 を含 め
て桜 の名 所な どに つい ては ホー ムペ ージ にア ップ する 、ま たは 広報 など も使 いな がら 、そ の
時期 に合 った 内容 でお 示し して いる とこ ろで ござ いま す。
○加 瀬委 員
言 い方 が悪 かっ た。 所 管 が違 うの は分 かっ てい るの で、 担当 の係 では なく て、 市と して そ
うい う情 報と いう か、 アナ ウン スを され てい るの か、 もし 分か った ら教 えて もら おう と思 っ
たの 。い いで す、 結構 です 。
本 当に すば らし いで すよ 。お 墓に 花見 に行 くと いう のは 、ち ょっ と失 礼に なる とい う人 も
いる かな と思 いま すけ れど も、 ただ 、本 当に 立派 な桜 の巨 木が ずっ とあ るの で、 お花 見の 時
期は きれ いか なと 思っ て見 てき まし た。
余 分な 話で ごめ んな さい 。
○事 務局 （吉 川公 園緑 地課 長）
今 お話 にあ った 案件 につ きま して は、 再度 確認 させ てい ただ きま す。 その 上で 、ま たご 報
告さ せて いた だけ たら と思 いま すの で、 よろ しく お願 いし ます 。
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○木 下会 長
よ ろし くお 願い いた しま す。
ほ かに いか がで しょ うか 。よ ろし いで しょ うか 。で は、 何か 思い つき まし たら 、ま た後 ほ
どご 意見 をい ただ けれ ばと 思い ます 。先 に進 めさ せて いた だき たい と思 いま す。
そ れで は、 続き の説 明を 事務 局か らよ ろし くお 願い いた しま す。
○事 務局 （公 園緑 地課 石濱 主事 ）
次 は、 個別 施策 の評 価に 進め させ てい ただ きま す。 資料 は、 同様 のも のを 使わ せて いた だ
きま す。
今 回、 議事 とし てい る施 策は ５つ ござ いま すが 、一 つず つ事 務局 から 説明 、委 員会 によ る
評価 とさ せて いた だき たい と考 えて おり ます 。そ ちら はよ ろし いで しょ うか 。
○木 下会 長
今 のは 、５ つあ る施 策の うち 、一 つ一 つ議 論し てい くか 、ま とめ て議 論し てし まう かと い
うこ とで すが 、一 つ一 つご 議論 いた だい たほ うが いい かと 思い ます けれ ども 、そ うい うご 提
案で すよ ね。
○事 務局 （公 園緑 地課 石濱 主事 ）
は い。
○木 下会 長
よ ろし いで すか 、そ うい う進 め方 で。 では 、そ のよ うに 進め てい ただ けれ ばと 思い ます 。
○事 務局 （公 園緑 地課 石濱 主事 ）
か しこ まり まし た。
そ れで は、 まず 、１ つ目 の施 策か ら説 明を させ てい ただ きま す。 資料 の２ ペー ジを ご覧 く
ださ い。
こ ちら に記 載の 基本 施策 の１ －７ 番、
「 巨樹・名木 の保 全」でご ざい ます。こち らに つい て 、
まず 説明 をい たし ます 。
地 域に 根づ いて いる 巨樹 や名 木を 、守 るべ き樹 木と して 指定 し保 全を 図っ てい る施 策で ご
ざい ます 。前 方の スク リー ンに も、 現在 指定 して いる 樹木 を２ つ表 して おり ます 。
「 巨樹 ・名 木の 保全 」の 取組 につ きま して は、 第１ 期、 第２ 期の 緑化 推進 委員 会の 中で も
ご議 論を いた だき まし て、 指定 樹木 へ保 険制 度の 導入 をい たし まし た。 この 保険 制度 をも っ
て所 有者 の方 々へ 直接 案内 をし たと ころ 、９ 本の 新規 指定 にも つな がっ てお りま す。
現 在は 、所 有者 様の 高齢 化な どに よっ て管 理が 難し くな って いる 方も 多い よう です ので 、
保険 の導 入に よっ て、 万が 一の 際の 安心 感を 持っ てい ただ けた こと が新 規指 定に つな がっ た
と考 えて おり ます 。
ま た、 この 取組 の数 値目 標で ござ いま すが 、前 にグ ラフ を示 して おり ます 。進 捗に つき ま
して は、 指標 を指 定樹 木の 本数 とし てお りま す。 まず 、令 和７ 年度 の目 標に つき まし ては 、
１１ ５本 とし てお りま して 、令 和２ 年度 の目 標は 、ち ょう ど真 ん中 、括 弧で お示 しを して い
る１ ０９ ．５ 本で ござ いま す。 なお 、令 和２ 年度 の実 績は １０ ８本 とな って おり ます ので 、
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５年 目に 当た るこ とを 踏ま えま して 、５ ０％ 基準 で考 えま すと 、前 に映 して いる とお り、 進
捗は ４９ ．３ ％と なっ てお りま す。
補 足と して 、進 捗の 考え 方に つい て説 明を させ てい ただ きま す。 令和 ２年 度の 目標 、括 弧
で示 して いる １０ ９． ５本 に対 しま して 実績 １０ ８本 、こ ちら は単 純に 計算 する と進 捗率 約
９９ ％に なり ます が、 今回 は緑 の基 本計 画の 中間 評価 とい たし まし て、 計画 の改 定か ら５ 年
目に 当た りま す。 です ので 、１ ００ ％基 準で はな くて 、５ ０％ 基準 でこ の進 捗も 考え てお り
ます 。そ して 、５ ０％ 基準 で換 算し たも のが 、前 に映 して いる 進捗 の４ ９． ３％ でご ざい ま
す。
な お、前回 の５ 月の 委員 会で は、この 進捗 が５ ０％ を超 えた もの を「Ａ 概 ね順 調に 進ん で
いる 」と ご報 告を させ てい ただ きま した 。
こ ちら の施 策は 、進 捗５ ０％ 達成 はし てお りま せん が、 保険 制度 の導 入や 直接 の案 内に よ
り、 新規 の指 定が 増え た実 績が ござ いま すの で、 今回 、議 事と させ てい ただ きま した 。
説 明は 以上 でご ざい ます ので 、委 員会 によ るご 評価 をお 願い いた しま す。
○木 下会 長
ご 説明 あり がと うご ざい まし た。
施 策１ －７、
「 巨樹・名木 の保 全」でご ざい ます 。今 ご説 明が ござ いま した よう に、進捗 率
４９ ．３ ％と いう こと で、 評価 シー トの 進捗 がＢ とな って いま すの で、 これ を基 にど うい う
評価 にす るか とい うの をご 判断 いた だき たい と思 いま す。
い かが でし ょう か。 ４９ ．３ ％で すの で、 Ｂ判 定と いう のが 事務 局の 案で ござ いま す。 こ
の施 策に つき まし ては 、委 員会 でご 議論 いた だき まし たよ うに 、保 険制 度の 導入 など 積極 的
な取 組も やっ てい ただ いた とこ ろで す。 その 効果 もあ った とい うご 説明 でし た。 Ｂ判 定で よ
ろし いで しょ うか 。
こ れは 、こ の委 員会 で評 価を 決定 しな けれ ばな りま せん ので 、積 極的 なご 意見 をい ただ け
れば と思 いま す。
○加 瀬委 員
そ れで いい と思 いま すよ 。
○泉 谷委 員
数 字で いき ます と、 大体 想定 内の 数字 だと いう ふう に受 け取 れる んで すよ 。と いう こと に
なれ ば、 ある 程度 の目 的は 達し たと いう 形で 評価 して よろ しい ので はな いか と思 いま すけ れ
ども 。
○木 下会 長
Ａ でも いい とい うこ と。
○泉 谷委 員
Ａ でも いい し、Ｂ で もい いし。恐ら く、Ｃと いう こと はな いと いう こと にな ると 思い ます 。
○木 下会 長
た だい ま、 Ａで もい いの では ない かと いう ご意 見が ござ いま した が、 いか がで しょ う か 。
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○文 川委 員
よ ろし いん じゃ ない です か。
○木 下会 長
Ａ 判定 でよ ろし いと 。
○文 川委 員
は い。
○木 下会 長
い かが でし ょう か。 初め ての 委員 の方 もい らっ しゃ いま すが 、緑 化推 進委 員会 でこ の施 策
につ きま して は、 結構 議論 して まい った とこ ろで す。
事 務局 、今 、Ａ 判定 でも いい ので はな いか とい うご 意見 がご ざい まし たが 、何 かこ れに つ
いて あれ ばよ ろし くお 願い いた しま す。
○事 務局 （吉 川公 園緑 地課 長）
個 別施 策の 評価 につ きま して は、 会長 のほ うか らお 話が あっ たよ うに 、割 合と して ５０ に
なっ てい ない 、若 干遅 延し てい ると いう 評価 では ござ いま すが 、こ の令 和２ 年度 だけ でも 、
保険 制度 導入 によ って ９本 増え てき たと ころ もご ざい ます 。そ うい った とこ ろで は大 変あ り
がた いご 意見 をい ただ きま して 、Ａ 評価 でと いう こと であ れば その よう にさ せて いた だき た
いと 思い ます 。あ くま でも 委員 の皆 様の、
「定 量的 な判 断が 必要 では ない か」、また は、
「そ う
いっ た姿 勢が 見え るの であ れば Ａ評 価で もい いの では ない か」、とい うと ころ もご 議論 いた だ
けれ ばと 思い ます 。
○木 下会 長
数 値的 には ５０ ％未 満と いう こと でＢ 判定 にな るの です が、 この 保険 制度 とい うの は、 他
市で も取 り組 んで いる とこ ろも ある とは いえ 、か なり 突っ 込ん だ取 組か と思 いま す。 その 成
果も 現れ てい ると いう こと で、 私も Ａで もい いの かな と思 って おり まし たが 。
○加 瀬委 員
「 概ね 順調 に進 んで いる 」の で、 その とお りで す。
○木 下会 長
よ ろし いで すか 、Ａ 判定 とい うこ とで 。
○泉 谷委 員
見 通し が明 るい ので 、そ れで いい と思 いま す。
○木 下会 長
分 かり まし た。こ のＡ 判定 に甘 んじ るこ とな く、引 き続 きご 努力 いた だけ れば と思 いま す。
では 、こ の施 策に つき まし ては 、委 員会 の決 定と して はＡ 判定 とい うこ とに させ てい ただ き
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たい と思 いま す。
続 きま して 、ご 説明 のほ うを よろ しく お願 いい たし ます 。
○事 務局 （公 園緑 地課 石濱 主事 ）
で は、 続き まし て、 説明 をさ せて いた だき ます 。
次 の施 策は 、資 料の ８ペ ージ をご 覧く ださ い。基 本 施策 の５ －１ 番、
「 市民 参加 の公 園づ く
り」 でご ざい ます 。こ ちら は市 民ニ ーズ を把 握し て、 利用 者の 皆様 が愛 着を 持て る公 園を つ
くる こと を進 める 施策 でご ざい ます 。市 民の 参加 とい たし まし て、
「 こど も未 来会 議室 」か ら
の提 案を 受け まし て、 ボー ル遊 びが でき る公 園と して 、前 方の スク リー ンに 映し てい るよ う
なパ ンフ レッ トを 作成 し て 、全 ２９ 施設 をボ ール 遊び がで きる 公園 とし て、 現在 ご案 内を し
てお りま す。
具 体的 には 、ボ ール 遊び のル ール を定 めま して 、実 際の 公園 の写 真２ つを 前に 映さ せて い
ただ きま した が、 ボー ル遊 びが でき る広 場の 面積 の大 きい もの です とか 、ま た外 に飛 び出 さ
ない よう なフ ェン スが ある 、そ うい った 条件 を設 定し た上 で、 周辺 の自 治会 の皆 様か らご 理
解が いた だけ れば 、ボ ール 遊び ので きる 公園 とし て現 在ご 案内 をし てお りま す。
こ ちら の目 標と いた しま して は、全 中学 校区 で施 設を 案内 でき るよ うに 進め てお りま して、
現在 の状 況は ２７ 中学 校区 のう ち２ ０学 区に ボー ル遊 びの でき る公 園を 案内 して おり ます 。
昨年 度は 、新 規に 宮本 中学 校区 に宮 本台 公園 、宮 本台 北公 園、 前原 中学 校区 に飯 山満 南公 園
を追 加い たし まし た。
こ ちら の事 業を 進め るに 当た りま して は、 この 緑化 推進 委員 会と はま た別 に「 ボー ル遊 び
ので きる 公園 検討 委員 会」 を設 置い たし まし て、 加瀬 委員 や泉 谷委 員に こち らで も委 員に な
って いた だき 、ご 協力 をい ただ いて いる とこ ろで ござ いま す。
そ の検 討委 員会 の中 で、 中学 生に ポス ター を描 いて もら った らど うか とご 提案 をい ただ き
まし たの で、 前に も映 して おり ます が、 二宮 中学 校と 宮本 中学 校の 美術 部の 生徒 さん にお 願
いを して 、小 学生 向け のポ スタ ーも 描い てい ただ きま した 。こ のポ スタ ーは 市内 の各 小学 校
に配 布を しま して 、昇 降口 です とか 生徒 の皆 さん が目 につ きや すい 場所 に掲 示を して いた だ
きま した 。
こ ちら の施 策に つい ては 以上 でご ざい ます ので 、委 員会 によ る評 価を お願 いい たし ます 。
〇木 下会 長
ご 説明 あり がと うご ざい まし た。
こ の施 策も 非常 に大 事な 、あ れや っち ゃい けな い、 これ やっ ちゃ いけ ない 、と いう 公園 が
多い 中で 、自 治会 にご 協力 いた だき なが ら、 ボー ル遊 びの でき る公 園を 全中 学校 区で とい う
目標 のも とに 進め られ てい ると いう こと で、 こち らの 事務 局の 案と しま して は、 進捗 がＡ と
いう こと でＡ 判定 とい う原 案が 示さ れて おり ます けれ ども 、こ れに つき まし て、 ご意 見を い
ただ けれ ばと 思い ます 。お 願い いた しま す。
〇泉 谷委 員
今 、中 学校 ２７ です よね 。そ れで 、目 的を 達し てい ると ころ が２ ０と いう こと で、 残り の
７つ とい うの は、 どの 辺が 残っ てい るん です か。 参考 まで にち ょっ と教 えて いた だけ れば 。
○事 務局 （公 園緑 地課 石濱 主事 ）
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残 って いる 中学 校区 を申 し上 げま すと 、７ つ、 古和 釜中 学校 区、 芝山 中学 校区 、坪 井中 学
校区、八木 が谷 中学 校 区、飯 山満 中学 校区 、湊 中学 校区、豊富 中学 校 区の ７つ でご ざい ます 。
追 加の 説明 でご ざい ます が、 令和 ３年 度、 今年 度に 豊富 中学 校区 に１ 施設 、新 規に ご案 内
をす る予 定で す。
〇木 下会 長
い かが でし ょう か。 花村 委員 。
○花 村委 員
２ ７の うち ２０ 済ん だと いう こと で、 非常 に努 力の 結果 も出 てい て成 果が 上が って いる の
では ない か。 そう いう 意味 では 、Ａ でい いの では ない かと 思い ます 。
た だ、 私な ども 公園 に行 くと 、や はり まだ 制限 だら けと いう 印象 があ りま して 、要 する に
安全 を保 たな けれ ばい けな いと いう こと があ りま すか ら、 どう やっ たら それ を守 りな がら 、
制約 を外 して こう いう 形に 持っ てい ける かと いう 辺り 、研 究、 工夫 が必 要で はな いか と思 い
ます 。そ うい う意 味で は、 これ は２ ７と いう のは 完成 状態 では なく て、 今後 もっ とも っと 努
力し て大 きく して いっ ても らい たい と思 いま す。
○木 下会 長
あ りが とう ござ いま す。
今 のご 意見 に関 連し てち ょっ とお 聞き した いの は、こ のボ ール で遊 べる よう にな った 後に、
特に 問題 等ト ラブ ルと か、 ある いは 、よ か っ たと いう よう な声 とか 、そ うい う事 後の 住民 の
皆さ んの 評価 とい うの は何 か把 握さ れて いま すで しょ うか 。あ るい は自 治会 の方 にも お聞 き
でき れば いい ので すけ れど も。
○事 務局 （吉 川公 園緑 地課 長）
事 務局 でご ざい ます 。
ボ ール 遊び がで きる 公園 につ いて のい ろい ろな 規制 につ きま して は、 先ほ ど説 明が あっ た
ボー ル遊 びの でき る公 園検 討委 員会 のほ うの 設置 の中 で、 初期 から ブラ ッシ ュア ップ をし 、
看板 の表 記の 仕方 、色 使い 、今 回の ポス ター 掲示 など 、い ろい ろご 意見 をい ただ きま して 、
その 都度 、改 善を して きて おり ます 。
そ うい った とこ ろで は、 地域 の方 から 、こ のボ ール 遊び がで きる 公園 とし ては よろ しく な
いと か、 困っ てい る、 また はそ うい った 内容 が守 られ てい ない ので はな いか 、と いう よう な
声は ほぼ ない 状況 にご ざい ます 。
〇木 下会 長
ど うぞ 、よ ろし くお 願い いた しま す。
〇清 水委 員
こ れは 事務 局の 方が 報告 すべ きだ と思 いま すが 、私 、三 咲に いま して 、４ 丁目 のと ころ に
ボー ル遊 びが でき る多 目的 広場 とい うの があ りま す。 当初 、ボ ール が隣 の民 家の 庭に 飛ん で
しま うと か、 キャ ッチ ボー ルを やる とグ ロー ブの 音が 響く だと か、 いろ んな 苦情 が出 てい た
んで す。 ここ ３年 ほど 前 に 、高 さ２ メー ター ５０ か３ メー ター のネ ット を全 部や って いた だ
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いて、そし て、入り 口の とこ ろも、固定 した も ので はな くネ ット をぶ ら下 げま した。その 後 、
苦情 が来 ませ んね 。そ うい った とこ ろも ある とい うこ とを 、ち ょっ と報 告し ます 。
○木 下会 長
あ りが とう ござ いま す。
特 段の 問題 や苦 情は ない とい うこ とで 、取 組自 体も すば らし いと 思い ます し、 また 全中 学
校区 に実 現し てい くと いう こと で目 標も 高い です けれ ども 、残 り７ か所 、引 き続 きチ ャレ ン
ジし てい って いた だけ れば と思 いま す。 Ａ判 定と いう こと でよ ろし いで しょ うか 。
ど うぞ 。
〇加 瀬委 員
先 ほど 事務 局か ら話 があ りま した けれ ども 、泉 谷さ んと 私は この 検討 委員 会の 委員 で、 当
初か らこ のボ ール 遊び がで きる 公園 につ いて は話 をし てき まし た。 子供 たち が公 園で ボー ル
遊び をし たい とい うの が市 長と の話 し合 いの 中で 出て 、こ の検 討委 員会 がで きた んで すけ れ
ども 、実 際に 遊ん でい る子 供た ちは 、本 当に 喜ん で遊 んで いま す。
若 干、 ご近 所と のこ とは 、な いこ とは ない です けれ ども 、こ れは もう 、し ょう がな いか な
と思 うん です 。私 は子 供た ちが あれ だけ 喜ん で遊 ぶと いう こと は、 多少 のこ とが あっ ても 、
もう これ は致 し方 ない かな と 。 だか ら、 この ボー ル遊 びの でき る公 園の 検討 委員 会、 今ま で
何回 かや って きま した けれ ども 、非 常に いい 企画 です ばら しい かな と思 って いま す。
〇木 下会 長
あ りが とう ござ いま す。
そ れで は、 Ａ判 定と いう こと で決 定さ せて いた だい てよ ろし いで しょ うか 。
（「異 議な し」 の声 あり ）
○木 下会 長
あ りが とう ござ いま す。
で は、 続き まし て、 次の 施策 の説 明を よろ しく お願 いい たし ます 。
○事 務局 （公 園緑 地課 石濱 主事 ）
続 きま して 、基 本施 策の ５－ ２番、
「ふ れあ い花 壇事 業」でご ざい ます。こ ちら の説 明に つ
きま して は、この 後に 続く「 町 会等 清掃 委託 制度 の推 進」、こち らの 町会 清掃 を受 けて いる こ
とが ふれ あい 花壇 事業 を受 ける 条件 でも ござ いま すの で、 一緒 に説 明さ せて いた だい たほ う
が、 皆様 も事 業概 要を 理解 した 上で 評価 も行 いや すい と考 えて おり ます ので 、併 せて 説明 さ
せて いた だい ても よろ しい でし ょう か。
○木 下会 長
皆 さん よろ しい です ね。 では 、そ のよ うに お願 いい たし ます 。
○事 務局 （公 園緑 地課 石濱 主事 ）
か しこ まり まし た。
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で は、 改め て基 本施 策５ －２ 番、「 ふれ あい 花壇 事業 」で ござ いま す。
こ ちら は公 園へ 愛着 を持 って いた だく こと を目 的と しま して 、公 園清 掃を 行っ てい ただ い
てい る団 体に 対し て、 春と 秋に 花を 配布 して 、公 園の 花壇 へ植 えつ け、 管理 をい ただ く事 業
でご ざい ます 。前 にも 参考 にそ の花 壇の 写真 を投 影し てお りま す。
こ ちら は周 知媒 体の 拡大 とい たし まし て、 この 緑化 推進 委員 会の 中で もご 提案 をい ただ き
まし て、
「 市民 力発 見サ イト」と呼 ば れる ボラ ンテ ィア のマ ッチ ング を行 う市 のサ イト です と
か、 そう いっ た周 知媒 体の 拡大 に努 めて いる とこ ろで ござ いま す。
ま た、 右側 に写 真を 投影 して おり ます が、 こち らは 先月 、１ ０月 ２３ 、２ ４日 に、 天沼 弁
天池 公園 で開 催を した 「緑 と花 のジ ャン ボ市 」の 写真 でご ざい ます 。こ ちら でも 同事 業の パ
ネル の展 示や チラ シの 配布 を行 って 、事 業周 知を 行っ てお りま す。
ま た、 この 事業 の指 標で ござ いま すが 、進 捗に つき まし ては 、こ ちら の指 標目 標は 事業 の
実施 箇所 でご ざい ます 。令 和７ 年度 の目 標が １２ ０か 所、 令和 ２年 度の 目標 が括 弧で お示 し
して いる １１ ０か 所で ござ いま す。令 和２ 年度 の実 績が １０ ０か 所で ござ いま すの で、５ ０％
基準 で考 えま すと 、進 捗は ４５ ．５ ％と なっ てお りま す。
続 いて 、基 本施 策５ －５ 番、
「 町会 等清 掃委 託制 度の 推進 」に つい ても、併 せて 説明 をい た
しま す。
こ ちら も同 様に 公園 に愛 着を 持っ てい ただ くた めに 、地 元の 町会 等に 公園 の清 掃を 委託 し
て、 地域 で公 園を 管理 して いた だく 施策 でご ざい ます 。こ の施 策に つき まし ても 、前 に映 し
てい るよ うに 、市 のホ ーム ペー ジや 「市 民力 発見 サイ ト」 に掲 載を いた しま した 。
一 方で 、高 齢化 等を 理由 に辞 退さ れる 団体 もご ざい ます ので 、ほ かの 施策 と連 携を しな が
ら一 緒に 周知 を重 ねて いく こと が重 要で ある と認 識を して おり ます 。
こ ちら の「 町会 等清 掃委 託制 度の 推進 」の 進捗 でご ざい ます が、 指標 とし ては 委託 箇所 と
して おり ます 。令 和７ 年度 の目 標が ４４ ６か 所、 対し て令 和２ 年度 の目 標が 括弧 でお 示し し
てい る４ ０６ ．５ か所 。令 和２ 年度 の実 績は ３４ ０か 所と なっ てお りま すの で、 ５０ ％基 準
で考 えま すと 、進 捗は ４１ ．８ ％と なっ てお りま す。
説 明は 以上 でご ざい ます ので 、委 員会 によ る評 価を お願 いい たし ます 。
○木 下会 長
あ りが とう ござ いま した 。
説 明は 一緒 にし てい ただ きま した が、 評価 のほ うは 個別 に出 す必 要が ござ いま すの で、 ま
ず、「 ふれ あい 花壇 事業 」か らで よろ しい です か。
で は、
「 ふれ あい 花壇 事業」の ほう から 、ご 意見 をい ただ きた いと 思い ます 。い かが でし ょ
うか 。こ ちら は進 捗４ ５． ５％ とい うこ とで 、Ｂ の評 価が 原案 でご ざい ます 。
ど うぞ 、よ ろし くお 願い しま す。
○富 田委 員
数 値的 には 、進 捗４ ０％ 台で すの でＢ でい いの かな とは 思う ので すが 、伸 び率 とい いま す
か、 その 箇所 の増 え方 がち ょっ と少 ない かな とい うの はあ るの で、 増え 方と して はＣ なの か
なと 思い ます 。こ こで はＢ でい いと 思い ます が、 Ｂマ イナ スみ たい な感 じな のか なと 、ち ょ
っと 思い まし た。 評価 はＢ でい いと は思 いま す。
○木 下会 長
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確 かに ご指 摘の とお り、 伸び 率が 非常 に緩 やか です ので 、あ の目 標値 を達 成で きる のか な
とい う一 抹の 不安 があ りま す。 その 辺の 見通 しに つい て、 何か 事務 局の ほう から 説明 があ れ
ば、 よろ しく お願 いい たし ます 。
○事 務局 （吉 川公 園緑 地課 長）
こ ちら の町 会清 掃と ふれ あい 花壇 は、 不可 分の 関係 には ある ので すけ れど も、 前回 、委 員
の皆 様の ほう から 、周 知の 方法 につ いて 、も う少 し努 力が 必要 では ない かと いう ご意 見を い
ただ いて おり ます 。そ の際 には 、開 発事 業等 に伴 う帰 属さ れる 公園 など につ いて は、 そう い
った 情報 を早 く地 元に 下ろ すな どし て、 そこ の町 会に 清掃 がで きな いか どう かと いう こと を
お示 しす るこ とで 、団 体数 など が増 えて いく ので はな いか とい うご 意見 をい ただ いて おり ま
す。
今 後は そう いっ たと ころ にも 注力 しな がら 増や して いけ れば と、 緩や かで はご ざい ます け
れど も、 何と か目 標数 値に 向け て取 り組 んで いき たい と考 えて おり ます 。
○木 下会 長
別 々に とは 申し 上げ まし たけ れど も、 今、 説明 がご ざい まし たよ うに 、町 会清 掃の ほう と
ワン セッ トで ござ いま す。 ただ 、こ のご 説明 は、 非常 にご 高齢 にな られ て辞 退さ れる 団体 も
結構 ある とい うこ とで 、そ うい った 問題 もあ りま すの で、 やは り総 合的 に評 価し てい かな け
れば なら ない とこ ろで ござ いま す。 次の 町会 の施 策の ５－ ５も 含め て 、 ご意 見や ご提 案が あ
れば 、委 員の 皆様 から いた だき たい と思 いま すが 、い かが でし ょう か。
お 願い いた しま す。
○清 水委 員
私 、今 日委 嘱状 をい ただ いて 新米 です けれ ども 、ち ょっ と２ 年半 ほど 失礼 いた しま して 、
当初 から やっ てお りま す。 草む しり だと か清 掃を 行っ てい る自 治会 が私 の地 区内 にご ざい ま
す。 その 中で 、報 告書 を年 に４ 回書 くと いう こと で。
○加 瀬委 員
３ か月 に１ 回。
○清 水委 員
変 わっ たん です か。 ３か 月に １回 。
○加 瀬委 員
報 告は 毎月 分、 書き ます 。
○清 水委 員
そ の書 くの が大 変だ とい うわ け。 これ を ４ 回で はな くて ２回 ぐら いに でき ない かと 、こ う
いう 会議 があ った らち ょっ と言 って くれ よと いう よう なこ とを 言わ れま した ので 。
草 むし りと か何 とか をや る人 は大 勢い るん です けれ ども 、事 務的 な、 机の 上で やる よう な
あれ がみ んな 苦手 なん です よ。 そう いう 中で 皆さ んお っし ゃっ てい ると 思い ます が、 その 辺
をち ょっ と。
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○文 川委 員
金 がか かる の。
○清 水委 員
い や、 金の 問題 じゃ ない の。
○文 川委 員
報 告書 を出 して もら わな いと 活動 内容 が理 解で きな いで しょ う。
○清 水委 員
そ れは そう です けど 。
○木 下会 長
簡 略化 でき ない かと いう こと です よね。それ は確 かに そう いう こと もあ るか なと 思い ます。
いか がで しょ う、 事務 局の ほう は。
○事 務局 （吉 川公 園緑 地課 長）
今 お話 のあ った いわ ゆる 報告 書の 問題 です けれ ども、やは り公 金、税金 を使 って おり ます 。
です ので 、そ うい った 簡略 化と いう より は、 一方 でし っか り報 告書 をも らう べき では ない か
とい う意 見の ほう が、 実は 昨今 のご 時世 、多 くな って きて いる とこ ろか ら、 若干 そう いっ た
とこ ろで は見 直し を図 って おり ます 。
さ らに 、清 掃面 積等 が大 きい 公園 につ いて 、写 真の 報告 など も追 加し てい ると ころ もあ っ
て、 流れ 的に は、 大き な公 園に つい ては 年間 の額 も多 くな りま すの で若 干強 化し て、 運営 し
てお りま す。 書類 作成 のご 負担 につ いて は、 なか なか 難し い問 題で ある こと は理 解し てお り
ます 。
○木 下会 長
と いう お返 事で すけ れど も、 いか がで しょ うか 。よ ろし いで すか 。
お 願い しま す。
○加 瀬委 員
私 は先 ほど お話 があ った よう に、 この 公園 の清 掃委 託事 業と ふれ あい 花壇 は、 セッ トで 考
えて いま した けれ ども 、高 齢化 で辞 退す る団 体も 増え てき てい ると いう こと 。こ れも ある 程
度致 し方 ない かな と思 いま す。
今、報告 の話 が出 ま した が、確 かに 今年 度 か ら、私の 町会 内の 公 園も 大き いも ので すか ら、
写真 添付 にな りま した 。草 取り 等に 参加 して いた だい てい る方 がや はり 高齢 化で 、ほ とん ど
の方 がも う地 べた に座 って しま って 草を 取っ てい ただ いて いる 。担 当の 方、 写真 を見 てれ ば
分か るか と思 いま す。 別に そう いう 写真 ばか り選 んで 撮る わけ では ない けれ ども 、草 を取 っ
てい る人 はみ んな 座っ ちゃ って いる ので 、そ うい う写 真に なっ てし まう んで す。 写真 の添 付
も一 向に 構わ ない かな と思 いま すが 。
公 園に 花が 植わ って いる とい うこ とが 、遊 んで いる 子供 たち の情 操教 育に も非 常に なる 。
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特に よち よち 歩き の子 供さ んを 連れ てき てい る若 いマ マさ んた ちは 、お 花を 見て 「き れい だ
ね」 と子 供と 話し たり して 、家 の庭 に同 じよ うな 花を 植え てあ って も、 やっ ぱり 公園 にあ る
と見 方が 違っ てき て、 結構 若い 子供 連れ のマ マさ んも 楽し んで いま す。 です から 、私 はこ の
２つ の事 業は セッ トで やる のが 当然 かな と思 って いま す。
そ んな に花 を植 える こと 自体 はつ らい 仕事 でも ない 。た だ、 花を 植え た後 に、 春先 は毎 日
水を かけ なき ゃい けな いと いう こと があ りま す。
私、花 を植 えた 後に 公園 に水 をま いて いる と、
「 水が もっ たい ない よな」と 言っ てい く通 り
がか りの 人が いま す。 言う のは 決ま って いる んで す。 です けど 、世 の中 いろ んな 人が いる な
と思 って 黙っ てい ます けれ ども 。
確 かに お花 はき れい なの で、こ れか らも この ふれ あい 花壇 と清 掃委 託事 業は セッ トに して、
大変 なこ とは あろ うか なと 思い ます けれ ども 、と にか く、 この ふれ あい 花壇 は続 けて ほし い
なと 思っ てい ます 。
○木 下会 長
ご 意見 あり がと うご ざい ます 。
時 間の 関係 もご ざい ます ので 先に 進め たい と思 うの です が、 いた だい たご 意見 をま とめ ま
すと 、こ の２ つの 施策 をワ ンセ ット で、 個別 には 評価 判定 をす るわ けで すが 、同 じ判 定で い
いの かな とい う気 がし てい ま す 。
一 応Ｂ とい う原 案が 出て いて 、先 ほど 富田 委員 から 、Ｂ です がＢ マイ ナス とい うよ うな 、
ただ Ｂマ イナ スと いう あれ はご ざい ませ んの で、 若干 の懸 念、 ただ いま いろ いろ な方 から ご
意見 、ご 説明 もあ りま した よう に、 問題 もな きに しも あら ずと いう こと で、 そう いっ たこ と
も含 んだ Ｂと いう こと で、 両方 そう いう 判定 にし てよ ろし いで しょ うか 。
（「異 議な し」 の声 あり ）
○木 下会 長
で は、 両方 とも Ｂ判 定と させ てい ただ きた いと 思い ます 。
最 後に、「花 壇コ ンテ スト 」で す。 よろ しく お願 いい たし ます 。
○事 務局 （公 園緑 地課 石濱 主事 ）
で は、
「 花壇 コン テス ト」は 資 料の １０ ペー ジを ご覧 くだ さい 。花 壇コ ンテ スト につ いて 説
明を させ てい ただ きま す。
こ ちら は、 個人 や団 体が 管理 され てい る花 壇や お庭 のコ ンテ スト を、 春と 秋に 開催 をし て
おり ます 。応 募さ れた 作品 は、 市の ホー ムペ ージ のご 紹介 や、 市役 所１ 階で の美 術コ ーナ ー
での パネ ル展 示な どを 行っ てい まし て、 受賞 され た作 品の 表彰 式を アン デル セン 公園 で開 催
をし てお りま す。
前 に、 応募 され た花 壇の 写真 も映 して おり ます 。
こ ちら も緑 化推 進委 員会 の中 でご 議論 いた だき まし て、 審査 期間 の延 長、 具体 的に は１ 週
間か ら１ か月 へ延 長を して おり ます 。審 査期 間を 延長 する こと によ って 、花 にと って よい 時
期に 審査 をで きる とい うこ とで 、応 募者 の皆 様か らも ご好 評を いた だい てお りま すの で、 今
後も 継続 をし てい きた いと 考え てお りま す。
ま た、 事業 の進 捗で ござ いま すが 、こ ちら の指 標は コン テス ト出 場団 体と して おり ます 。
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令和 ７年 度の 目標 は５ ５団 体、 令和 ２年 度の 目標 は括 弧で お示 しを した ５０ 団体 でご ざい ま
す。 令和 ２年 度の 実績 は４ ０団 体と なっ てお りま すの で、 ５０ ％基 準で 考え ます と、 進捗 は
４０ ％と なっ てお りま す。
説 明は 以上 でご ざい ます ので 、委 員会 に よ る評 価を お願 いい たし ます 。
○木 下会 長
ご 説明 あり がと うご ざい まし た。
「 花壇 コン テス ト」 につ きま して の評 価判 定で す。 事務 局の ほう から は５ ０％ 基準 に対 し
て進 捗４ ０％ とい うこ とで、この 評価 基準 に照 らし ます とＢ 判定 とい う原 案が 出て おり ます。
これ につ きま して 、ご 意見 をい ただ けれ ばと 思い ます 。
グ ラフ をも う一 度映 して いた だけ ます か。 やや 下が り傾 向で 、目 標値 がぐ ーん と上 がっ て
おり ます 。こ の辺 が大 丈夫 かな とい う気 がい たし ます が、 いか がで しょ うか 。
こ の減 って きた 理由 とい うの は、 何か 事務 局の ほう でお 考え があ れ ば ご説 明い ただ けれ ば
と思 いま す。
○事 務局 （吉 川公 園緑 地課 長）
参 加者 の減 少傾 向で ござ いま すが 、何 度も 花壇 コン テス トに ご参 加さ れ、 既に 表彰 等を 受
けら れて いる 方々 は、 基本 的に 辞退 され てい る方 も多 くご ざい ます ので 、そ うい った こと か
ら新 たな 参加 者の 掘り 起こ しが 課題 とは 考え てお りま す。
先 ほど も写 真が あり まし たが 、花 壇は ない けれ ども 、プ ラン ター 等で も特 段問 題も あり ま
せん ので、
「花 壇コ ンテ スト」と いう その ネー ミン グに つい て、委員 会の ほう でも 若干 以前 お
話が あっ たの かな と記 憶し てご ざい ます 。写 真に あり ます よう に、 花 壇 では ない ので すけ れ
ども 、プ ラン ター また は植 木鉢 等で 飾ら れて いる 方々 が、 今あ まり 参加 され てい いな いと こ
ろも ある のか なと は感 じて おり ます 。
○木 下会 長
目 標値 自体 を見 直す とい うこ とも 考え られ るの です か。 これ は緑 の基 本計 画で 決定 して し
まっ たの で変 えら れな いと いう こと です か。 やは りあ る程 度参 加い ただ くと 、ど うし ても 頭
打ち にな って いく とい うの は、 現実 問題 とし てあ るか なと いう 気は して いる ので すが 。
○事 務局 （吉 川公 園緑 地課 長）
目 標は 高く 、進 めて いき たい と思 って おり ます 。こ の３ か年 、下 振れ して きて いる 中で 、
さす がに 令和 ７年 、そ れで も回 復し ない よう であ れば 、そ こで は目 標数 値に つい て何 かし ら
の考 え方 を整 理す る必 要が ある と思 いま す。 もう 少し お期 間を いた だい て、 事務 局の ほう で
も頑 張っ てい きた いと 考え てお りま す。
○木 下会 長
分 かり まし た。 いか がで しょ うか 。
岩 崎委 員、 何か ご意 見が あれ ば、 ある いは アイ デア とか 、よ ろし くお 願い しま す。
○岩 崎委 員
今 回初 めて こち らに 参加 させ てい ただ いて いま すが 、お 花の 仕事 をや って いる 身と して 、
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ちょ っと 下が り気 味の 傾向 とい うの は、 先ほ どご 指摘 いた だい たよ うに 気に はな りま した 。
今日 は評 価と いう とこ ろの 会議 なの で、 ちょ っと 差し 控え よう かな と思 った ので すが 、こ の
参加 され てい る方 たち の参 加資 格と いう のは 、何 か決 まり があ るの です か。
○事 務局 （吉 川公 園緑 地課 長）
特 に参 加資 格は ござ いま せん 。個 人で も団 体で もと いう とこ ろで 募集 をか けて おり ます の
で。
○岩 崎委 員
仕 事柄 、小 中学 校様 とお 付き 合い が多 いの です が、 小学 校な んか の校 長先 生は 結構 お花 が
好き な方 がた くさ んい らっ しゃ って 、ち ょっ と隠 れた とこ ろに 立派 な花 壇が あっ たり する の
を見 てき まし た。 そう いっ た花 壇が ちょ っと 寂れ てし まっ てい ると いう か、 たく さん あっ た
花壇 がい きな り校 長先 生が 代わ ると 崩さ れて 更地 にさ れて しま った り、 そう いう 状況 をこ こ
何年 か結 構見 てき て、 ちょ っと 寂し いな と思 うと ころ があ った ので 、そ うい った 学校 さん な
んか での 参加 とい うこ とは 可能 なの かな と、 ちょ っと 今お 話を 聞い てて 思っ たと ころ では あ
るの です が、 いか がで しょ うか 。
○事 務局 （吉 川公 園緑 地課 長）
学 校花 壇に つき まし ても 、確 かに そう いっ た広 い視 点で 見れ ば、 多数 の児 童が 見る とこ ろ
でご ざい ます ので 、そ うい った とこ ろに つい ても 、参 加を 促す よう なこ とも 必要 と考 えて お
りま す。
習 志野 台第 一小 学校 など では 、た しか 「花 いっ ぱい 」の 事業 にも 参加 され て、 道路 から 不
特定 多数 の方 が見 える とこ ろに 設置 して いた だい てい る花 苗等 につ いて は助 成を 出し てお り
ます。そう いっ た助 成を 出し てい る団 体に 対し ても、さら に促 して いけ れば と思 いま すの で、
その 辺は 再度 整理 させ てい ただ けれ ば、参 加者 の団 体増 につ なが るの かな と考 えて おり ます。
○木 下会 長
あ とは 、こ のコ ンテ スト に出 され た方 とい うの は、 自分 のつ くっ た花 壇や お庭 をや はり 見
てい ただ きた いと 思っ てい る方 が多 いと 伺い まし たの で、 せっ かく 出し てい ただ いた 方や 、
特に 賞を 受賞 され た方 につ いて は、 積極 的に 市民 に向 けて 公開 した りす ると いう 、既 にそ う
いう 取組 はや られ てい るわ けで すけ れど も、 それ を引 き続 きや って いた だけ れば と思 って お
りま す。
そ れで は、判 定の ほう に入 りた いと 思い ます が、Ｂ 判定 とい うこ とで よろ しい でし ょう か。
（「異 議な し」 の声 あり ）
○木 下会 長
あ りが とう ござ いま す。 それ では Ｂ判 定と いう こと にさ せて いた だき ます 。
こ れで 、一 通り ５つ の施 策の 評価 が決 定い たし まし た。 ちょ っと 時間 が押 して はい るの で
すけ れど も、 １時 間半 ほど 議論 して まい りま した ので 、５ 分間 の休 憩を 取ら せ て いた だき た
いと 思い ます 。
そ の後 は、 これ 以外 に評 価し たり 議論 した いと いう 施策 があ れば 、取 り上 げさ せて いた だ
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きた いと 思い ます ので 、今 この 時点 で、 何か これ につ いて 議論 して おき たい 、あ るい は意 見
があ ると いう 施策 があ れば 、ち ょっ と挙 げて いた だけ れば と思 うの です が。
な いよ うで した ら、 ちょ っと 考え てお いて いた だい て、 また 後ほ ど議 論さ せて いた だき た
いと 思い ます 。
そ れで は、 ５分 間、 ちょ うど ３５ 分で よろ しい でし ょう か。 休憩 とさ せて いた だき ます 。
（休 憩）
○木 下会 長
そ れで は、 再開 させ てい ただ きた いと 思い ま す 。
こ の後 は追 加で 評価 した り、 ある いは 議論 して おき たい 項目 、施 策が あれ ば、 議論 させ て
いた だき たい と思 って おり ます が。 その 前に 、先 ほど 最後 に議 論し た「 花壇 コン テス ト」 の
こと で高 宮委 員か らご 意見 がい ただ けそ うで すの で、 まず 、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 。
○高 宮委 員
初 めて 参加 させ てい ただ きま して、ま だは っき り概 要が 分か って いな いの です が、
「 花壇 コ
ンテ スト 」と いう 名前 をち ょっ と変 えた ほう がよ いの では ない かと 。
例 えば 、私 、通 勤途 中で も、 通り に面 した ご自 宅の お庭 が、 常に お花 の 手 入れ がき れい な
とこ ろを 何か 所か 目に する んで す。 結局 、遠 回り して も、 自分 はや っぱ りそ のお 庭の きれ い
なお 花の ほう の道 を選 んで 通勤 して いる んで す。 です から 、手 入れ の行 き届 いた 方が ご自 分
のお 庭の 写真 を撮 って、「私 の自 慢の お庭 ・お 花」 とい うよ うな 感じ で投 稿す ると か。
年 間通 じて の参 加で もよ ろし いの でし ょう か。 コン テス トと なる とや はり 期間 が限 られ て
いる わけ です か。 この 期間 でな いと 駄目 とか 。
○木 下会 長
そ うい うご 意見 もあ りま すの で、 今回 、期 間が 延び たわ けで す。
今 のご 意見 は、
「 花壇 コン テス ト」とい う名 前も 含め て、ちょ っと 固い とい うか 、ハ ード ル
が高 いと いう か、 そう いう ご意 見で しょ うか 。
○高 宮委 員
は い。
「 私の 花壇 」と いう と、先ほ どお っし ゃっ てい た方 がい まし たけ れど も、ご自 分に そ
うい った 花壇 とい うス ペー スが あっ て、 きち っと やっ てい ると いう イメ ージ にな って しま う
ので すが、「私 の花 自慢 」と か、「 こん なお 花で 今年 は立 派に でき まし た」 とい うよ うな 感じ
の、 自由 な、 もう 少し 柔ら かい アク セス がで きる よう にし てい ただ いた ほう が、 と思 いま す
けれ ども 。
○木 下会 長
そ うで すね 。も っと 参加 しや すく なる よう な名 称と か形 式が いい の で はな いか とい うご 意
見か と思 いま した が、 何か これ につ きま して 、ほ かの 委員 の皆 様か らご 意見 あれ ばよ ろし く
お願 いし ます 。
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○花 村委 員
コ ンテ スト の評 価基 準と いう のは 、ち ゃん とあ った でし ょう か。 何か あっ たよ うな 気も し
ます 。と いう のは 、も う少 し評 価の 仕方 、見 方を 変え て、 ただ 優秀 な作 品と いう より も、 い
ろん な形 で頑 張っ てい ると いう よう な評 価が いく つか ある と、 もう ちょ っと 入り やす いか な
とい う気 がし ます 。
○木 下会 長
ハ ード ルは この 委員 会の 中で も議 論を して 、応 募し やす いよ うに でき るだ けし てき た経 緯
は一 応あ ると 思い ます 。そ のこ とと 、今 、基 準は どう でし たか とい うご 質問 です ので 、事 務
局の ほう から ご説 明い ただ けれ ばと 思い ます 。よ ろし くお 願い いた しま す。
○事 務局 （吉 川公 園緑 地課 長）
審 査の 方法 の基 準で ござ いま すが 、大 きく ４つ に分 けて 行っ てお りま す。 １つ 目と して 、
花壇 全体 のバ ラン ス、周辺 環境 との バラ ンス やデ ザイ ンな ど。２ つ 目と して、植物 につ い て、
生育 状況 など です 。３ つ目 とい たし まし て、 管理 の仕 方、 花壇 内の 状態 など でご ざい ます 。
最後 に４ つ目 とい たし まし ては 、参 加者 の熱 意や 地域 住民 との 交流 。そ うい った 視点 を評 価
基準 とし て、 花に 精通 した 事業 者に 委託 をし てま ず評 価を した 上で 、さ らに 評価 をし てい く
とい うよ うな 流れ でご ざい ます 。
○木 下会 長
よ ろし いで すか 。
た だい まの ご意 見に つき まし ては 、評 価は 前半 の会 議で 決定 した Ｂ判 定と いう こと でよ ろ
しい です ね。 それ 以外 に、 参加 しや すい よう に、 この 「花 壇コ ンテ スト 」に つい て、 名称 も
含め て引 き続 きよ り良 いも のに して いく ため の検 討を 続け てい くと いう こと で、 まと めさ せ
てい ただ いて よろ しい です か。
○加 瀬委 員
会 長、 よろ しい です か。
○木 下会 長
お 願い いた しま す。
○加 瀬委 員
先 ほど の花 をち ょっ と見 せて くれ ます か。 これ です 。例 えば 、こ れは 岩崎 さん 、フ ラワ ー
ポッ トと 言う んで すか 。
○岩 崎委 員
そ うで すね 。ほ とん どの 鉢植 えは 、プ ラン ター です 。
○加 瀬委 員
プ ラン ター と言 うの か。 だか ら、 あれ は花 壇じ ゃな いよ ね。
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○岩 崎委 員
そ うで すよ ね。
○加 瀬委 員
だ から 、花 壇部 門と 、あ あい う鉢 植え の部 門と いう ふう に分 けて すれ ば。
○岩 崎委 員
そ うで すね 。本 当は それ が一 番い いと 思い ます 。そ うし たら 、先 ほど おっ しゃ った みた い
に、 ちょ っと 庭先 とい うか 玄関 先で 寄せ 植え した もの だっ たり 、ハ ンギ ング し た もの だっ た
り。 昔は 部門 が分 かれ てい ませ んで した か。 今は １つ です か。
○加 瀬委 員
こ ちら のお 宅を 見る と、 多分 、花 壇を つく るス ペー スが ない と思 いま す。 だか らあ あい う
形に なる 。あ れは あれ です ばら しい ので 、そ うい うふ うに ２つ の部 に分 ける とい うの も方 法
かも しれ ない ね。
○木 下会 長
名 前を 見る と、う ちは 花壇 ない から 無理 と考 えら れる 方が いら っし ゃい ます よね、きっ と。
確か にそ うで すね 。今 日こ の議 論を して いる 時間 はな いと 思い ます ので 、引 き続 きそ の点 を
議論 して いけ れば と思 いま す。
で すの で、 判定 自体 はＢ とい うこ とで 決定 させ てい ただ きた いと 思い ます 。あ りが とう ご
ざい まし た。
ほ かに 議論 した いよ うな 施策 はご ざい ます でし ょう か。 お願 いい たし ます 。
○清 水委 員
８ ペー ジの １番、
「市 民参 加の 公園 づく り」で泉 谷さ んが ご質 問な さっ た中 で、２７ の中 学
校区 の中 で７ 区が でき てい ない と。 その ７中 学校 の中 で、 ５校 が大 体北 部な んで す。 です か
ら、 緑が 豊富 な地 域な んで す。
こ こに は宮 本だ とか 下町 のあ れが あり ます が、 大き く２ つに 分け られ ると 思い ます 。事 務
局と して 今後 さら に増 やす とい うこ とに 対し て、対 応方 とい うの は何 か方 針が ある んで すか。
極 端な とこ ろ、 北部 のほ うは 、地 主さ んが あれ した らす ぐに でき るよ うな 状態 です が、 下
町と いう のは 、駐 車場 にな った り、 さっ きの 植木 鉢じ ゃな いで すけ ど、 ああ いう ふう にな っ
て、 もう 既に セメ ント 化し てい ると ころ が多 いと 思う んで すが 、そ の辺 、ど うい うよ うな 対
応で 考え られ てい るか 。
○木 下会 長
よ ろし くお 願い いた しま す。
○事 務局 （吉 川公 園緑 地課 長）
北 部地 区に おけ る「 ボー ル遊 びの でき る公 園」 が少 ない ので はな いか とい うと ころ の内 容
でご ざい ます が、 実は ある 程度 、広 場面 積の ある ボー ル遊 びが でき るよ うな 公園 があ るの で
すけ れど も、 今現 在は 、そ の周 辺の 方の ご了 解で あっ たり で、 町会 のほ うは なか なか そこ に
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踏み 込む こと がで きて いな いよ うな とこ ろも ござ いま す。 一度 駄目 であ って も、 二度 三度 通
いな がら、改め てほ かに なけ れば チャ レン ジし てい って、さら にル ール 決め など につ いて も、
しっ かり 説明 する 中で コン セン サス が得 られ れば 、そ うい った 公園 にな って いく のか なと は
考え てお りま す。
○木 下会 長
そ うで すね 。こ うい うこ とは 地域 から そう いう 要望 が強 くあ れば 、新 たな ボー ル遊 びが で
きる 場所 を見 つけ てい くと いう 流れ にな るの かな とい う気 がい たし ます 。よ ろし いで すか 。
○清 水委 員
そ の場 合に 、こ れを 増加 する とい うそ の不 動産 、土 地で すね 、こ れは 基本 的に は買 収す る
んで すか 、借 地と して する んで すか 。
○事 務局 （吉 川公 園緑 地課 長）
事 務局 でご ざい ます 。
公 園で のボ ール 遊び 事業 とい うこ とで すの で、 今あ る既 存の 公園 の中 でボ ール 遊び がで き
るよ うな 公園 を増 やし てい こう とい う事 業で ござ いま す。 新た に用 地確 保、 それ がタ イミ ン
グ的 に我 々の 施策 と合 致す れば 、そ うい った とこ とも 可能 かも しれ ませ んが 、今 現在 行っ て
いる のは 、既 存の 公園 の中 でい ろん なご 意見 を聞 きな がら 、そ うい った ル ー ルを つく るこ と
で、 お互 いに 理解 し合 って いこ うと いう よう なと ころ でご ざい ます ので 、改 めて 用地 取得 を
して 整備 して とい うよ うな こと では 進め てお りま せん 。
○木 下会 長
よ ろし いで しょ うか 。
○清 水委 員
は い。
○木 下会 長
時 間が なく なっ てし まい まし たの で、 大変 恐縮 では ござ いま すが 、そ のほ かの 施策 や評 価
につ いて のご 意見 があ れば 、意 見シ ート のほ うに 書い てい ただ いて 、後 日事 務局 のほ うに お
送り いた だき たい と思 いま すが 、そ うい うこ とで よろ しい でし ょう か。 あり がと うご ざい ま
す。
そ れで は、 以上 をも ちま して 個別 施 策 の評 価を 決定 とさ せて いた だき たい と思 いま す。
そ の他 、施 策の 評価 に対 して 意見 を行 う場 合の 方法 を、 事務 局か ら説 明を お願 いい たし ま
すと いう こと でよ ろし いで しょ うか 。お 願い いた しま す。
○事 務局 （公 園緑 地課 石濱 主事 ）
今 、木 下会 長か らも ござ いま した 意見 シー トを 含め まし て、 評価 に対 して ご意 見等 ある 場
合の 対応 につ いて 、説 明を させ てい ただ きま す。
ま ず、 今ま で見 てい ただ いた この 横の 資料 の右 側に ある 括弧 で表 して いる もの が仮 評価 で
ござ いま す。 資料 に赤 字で 書い てい るも のが 、そ の評 価の 設定 理由 でも ござ いま す。
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一 つ例 を挙 げて 説明 させ てい ただ きま すと 、基 本施 策１ －１ 番が 「樹 林地 の機 能評 価」 と
なっ てお りま して、こ ちら は（Ｂ ）で すの で、仮評 価Ｂ とし てお りま す。樹 林地 が持 つ機 能 、
例え ば防 災機 能で すと か、 そう いっ たも のを 評価 して 、評 価の 高い 樹林 地を 重点 的に 保全 し
てい く、 そう いっ た今 後の 保全 方針 など を決 定す る施 策で ござ いま す。 赤字 で書 いて おり ま
す。 現在 まだ 緑の 機能 評価 を行 えて おり ませ んが 、市 内の 樹林 地の 位置 や面 積の 把握 、基 準
の精 査を 行っ てい ると ころ です ので 、現 在は 評価 をＢ とい たし まし た。
こ うい った 仮評 価と 評価 の設 定理 由を 全 ４ ５施 策書 いて おり ます ので 、そ こを ご確 認い た
だけ れば と思 いま す。 そこ をご 確認 等い ただ きま して 、評 価で すと かそ の他 の施 策に 対し て
ご意 見い ただ ける 場合 は、 この 配付 しま した 意見 シー トに 書い て事 務局 のほ うへ ご送 付い た
だく か、 もし くは 直接 、メ ール とか 電話 でご 連絡 いた だい ても 、し っか り意 見を お伺 いさ せ
てい ただ きま す。
な お、 いた だい た意 見は 会長 、副 会長 、事 務局 のほ うで 協議 をし て対 応を 決定 させ てい た
だき たい と思 って おり ます 。
取 りま とめ の関 係上 、大 変恐 縮で はご ざい ます が、 ご意 見は １１ 月３ ０日 、今 月末 まで に
いた だけ ると 助か りま すの で、 ご理 解の ほど 、ど うぞ よろ しく お願 いい たし ます 。
以 上が 、ま ず、 その 他の 施策 につ いて ご意 見が ある 場合 の対 応で ござ いま す。
○木 下会 長
ご 説明 あり がと うご ざい まし た。
そ れで は、 その よう に進 めさ せて いた だき たい と思 いま すの で、 委員 の皆 様、 それ ぞれ ご
確認 いた だい て、 ご意 見が ある 場合 は事 務局 のほ うま で意 見シ ート をも って お送 りす るよ う
にお 願い いた しま す。
続 きま して 、基 本施 策の 評価 基準 につ いて 、ご 説明 くだ さい 。
○事 務局 （公 園緑 地課 石濱 主事 ）
で は、 最後 の議 事に もご ざい ます 基本 施策 の評 価基 準に つい てご 説明 しま すの で、 資料 は
Ａ３ 縦、 左上 に「 基本 施策 の評 価基 準及 び評 価シ ート 」と 書い てあ る資 料を お手 元に ご準 備
くだ さい 。
な お、 本日 ご評 価い ただ きま した 施策 につ いて は、 一覧 に青 色で 、か つ太 文字 で表 して お
りま す。 現在 その 評価 欄を 空欄 にし てい ます ので 、改 めて ご確 認い ただ く形 で読 み上 げさ せ
てい ただ きま すと 、ま ず基 本施 策の １－ ７番、
「巨 樹・名 木の 保全 」が評 価Ａ 、基 本施 策５ －
１番、
「市 民参 加の 公園 づく り」が評 価Ａ 、２ 番、
「 ふれ あい 花壇 事業 」が 評価 Ｂ、５番 、
「町
会等 清掃 委託 制度 の推 進」が 評 価Ｂ、基 本施 策５ － ２ 番、
「 花壇 コン テス ト」が評 価Ｂ と委 員
会か ら評 価い ただ きま した 。
そ の上 で、 基本 施策 の評 価基 準に つい てご 議論 をい ただ きた いと 思っ てお りま す。 なお 、
後日 、個 別施 策に 対し てご 意見 をい ただ いた 場合 、個 別施 策の 評価 が変 更と なる 場合 もご ざ
いま すの で、 今回 は基 本施 策の 評価 基準 の決 定の みと させ てい ただ けれ ばと 思い ます 。
な お、 基本 施策 の評 価基 準に つき まし ては 、資 料の 上部 に記 載を して おり ます Ｓか らＣ の
４段 階で して おり まし て、読み 上げ ます と 、Ｓが「十 分成 果が 現れ てい る」、Ａ が「か なり 成
果が 現れ てい る」、Ｂ が「順 調に 成果 が 現 れて いる」、Ｃが「 あま り成 果が 現れ てい ない」、と
して おり ます 。こ ちら の基 本施 策の 評価 基準 につ きま して は、 他市 事例 、具 体的 には 千葉 市
が緑 の基 本計 画の 中間 評価 を行 って おり ます ので、その 際の 評価 基準 を参 考に して おり ます。
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皆 様か らご 意見 いた だい た後 、取 りま とめ をし まし て、 今、 説明 をし たこ の評 価基 準を も
って 基本 施策 の評 価を 行い たい と考 えて おり ます が、 よろ しい でし ょう か。
○木 下会 長
ご 説明 あり がと うご ざい まし た。
ち ょっ とや やこ しい のは 基本 施策 と個 別施 策と いう のが あっ て、 基本 施策 のほ うが より 大
きな 施策 とい うこ とに なり ます 。そ の中 に個 別施 策が いく つか 入っ てい ると いう こと で、 そ
れぞ れの 個別 施策 のＡ 評価 の割 合を もっ て基 本施 策の 評価 を行 うと いう こと で、 その 割合 に
つき まし ては 、千 葉市 の評 価の 基準 を参 考に した とい うこ とで ござ いま す。
こ の評 価基 準を もっ て基 本施 策の 評価 を行 って よろ しい かど うか 、と いう こと でご ざい ま
す。 何か ご意 見が あれ ばお 願い いた しま す。 よろ しい でし ょう か。
（「異 議な し」 の声 あり ）
○木 下会 長
あ りが とう ござ いま す。 それ では 、ご 提案 のこ の評 価基 準を もっ て基 本施 策の 評価 を行 う
とい うこ とに させ てい た だ きた いと 思い ます 。
事 務局 のほ うか ら、 改め ての 説明 があ れば よろ しく お願 いい たし ます 。
○事 務局 （公 園緑 地課 石濱 主事 ）
基 本施 策の 評価 基準 まで ご承 認い ただ き、 あり がと うご ざい まし た。 改め て、 今後 の流 れ
につ いて 、最 後説 明を させ てい ただ きま す。
ま ず、 先ほ ど見 てい ただ いた 個別 施策 の評 価等 に対 する ご意 見が ござ いま した ら、 意見 シ
ート もし くは メー ル等 で、 直接 事務 局ま で連 絡を お願 いい たし ます 。
な お、い ただ いた ご 意見 は会 長、副 会長 、事 務局 のほ うで 対応 を協 議さ せて いた だき ます 。
また 、協 議を 行う 必要 性が ござ いま すの で、 恐縮 では ござ いま すが 、今 月末 、１ １月 ３０ 日
まで を区 切り とさ せて いた だき ます 。そ の結 果を 評価 基準 に当 ては めま して 、次 回の 委員 会
にて 改め てご 報告 をさ せて いた だき ます 。
本 日の 議事 につ いて は、 以上 でご ざい ます 。
○木 下会 長
あ りが とう ござ いま した 。
以 上で 議事 は終 了と なり ます が、 委員 の皆 様か ら、 何か その 他ご 意見 、ご 質問 があ れば よ
ろし くお 願い いた しま す。 よろ しい です か。
そ れで は、 最後 に事 務連 絡が ある とい うこ とで すの で、 事務 局に 進行 をお 返し した いと 思
いま す。
○事 務局 （公 園緑 地課 芝原 課長 補佐 ）
本 日は 、貴 重な ご意 見あ りが とう ござ いま した 。
次 回の 委員 会で すが 、来 年の ２月 頃を 予定 して おり ます 。時 期が また 近づ きま した ら日 程
の調 整を させ てい ただ きた いと 思い ます ので 、そ の際 はよ ろし くお 願い いた しま す。
ま た、 お車 で今 日お 越し の方 がい らっ しゃ いま した ら、 駐車 券に 押印 をさ せて いた だき ま
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す。 大変 ご足 労を おか けい たし ます が、 市役 所１ 階の 総合 案内 で無 料処 理が 必要 とな りま す
ので 、忘 れず にお 願い いた しま す。
連 絡は 以上 でご ざい ます 。
○木 下会 長
あ りが とう ござ いま した 。
そ れで は、 これ をも ちま して 、第 １ 回 船橋 市緑 化推 進委 員会 を閉 会い たし ます 。あ りが と
うご ざい まし た。
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