
箕面市みどりの基本計画改定版（素案）のパブリックコメント結果について

○意見募集期間　　　　　　　　　　　平成23年(2011年)8月1日～8月31日

○募集結果　　　　　　　　　　　　　　個人２名、団体１団体　計３件の意見あり。

○ご意見に対する考え方　下記のとおり。

No. 項目 ペー
ジ

ご意見 考え方

1 計画の改定
時期、内容

今年度からスタートした箕面市の第五次
総合計画でも、箕面の魅力のトップに
「みどりがあふれる住宅都市」を掲げて
おり、今回の計画が住宅地（市街地の民
有空間、まちなか）のみどりの育成、保
全に重点がおかれていることは時機を得
た的確な改定内容であると評価します。

　この計画は、第五次箕面市総合計画
の策定にあわせ、見直しを行いました。
ご指摘のとおり、今回の計画内容変更の
主なポイントは、「はじめに」でも示してい
るとおり、これまでの取組の積み上げの
中で比較的弱かった「まちなか」（市街地
部の民有空間）でのみどりの取組への支
援を追加したことです。

「民有空間」での取組主体はその所有者
である市民、事業者のみなさんです。市
は新たにこの分野での支援制度として
「まちなかのみどり支援事業」を創設しま
した。市民や事業者のみなさまと行政が
協力して進めていきます。

2 なぜみどりを
重視するの
か「はじめ
に」で示すべ
き

「はじ
め
に」

「みどりの基本計画とは…」で始められて
いますが、「なぜみどりを重要視する
か？」をさきに教えてほしいので、「みど
りの役割」を「はじめに」の中で伝えてほ
しいと思いました。
（以下のとおり修正を）
「みどりの基本計画」は、平成１６年、都市緑地法第二条、『地方
公共団体は、都市における緑地が住民の健康で文化的な生活
に欠くことのできないものであることにかんがみ、都市における緑
地の適正な保全と緑化の推進に関する措置を講じなければなら
ない。』を受けて策定されました。　みどりが果たす役割としては、
● 森林・草木などは、二酸化炭素ガスを吸収して、地球温暖化
を抑制し、将来への食料問題などに貢献する豊かな土壌を形成
し、バイオマスエネルギー源や資源になる可能性をもちます。●
みどりに包まれ手入れの行き届いた山などは、雨水を貯め、下
流へ緩やかに流出させる水源となります。● 山は、降水を貯め、
下流への洪水をある程度抑制し、草木の根が表土を固め、土砂
災害を防ぎ、さらに強風をやわらげます。● まちなかのみどり
は、火事の延焼を抑制し、災害時の建物倒壊を和らげます。●
みどりの多い環境は、野生の生き物が多様に成育し、生態系を
育む場となります。など機能的な効果があがる一方、みどりは、
酸素を供給し、大気をさわやかにし、日陰を作るなど、みどりは
人々にとって、快適で、心身の健康を増進する環境を生み出しま
す。
　今回の見直しは、第五次箕面市総合計画が策定されるこの時
期に、中間見直しを行うとあらかじめ定めていたものです。
　これまでの取組としては、● 山については、「公益信託・みのお
山麓保全ファンド」が中心に市民の取組や山林所有者の維持管
理を支援。● 市街地部の公共空間である公園・街路樹について
は、「公共施設等市民自主管理活動支援制度(アドプト制度)」に
より市民の取組を支援● 農地については、「農業サポート制度」
による農業従事者を支援
を整えてきましたが、市街地の民有空間のみどりは、個々の市民
に委ねられたままであったため、市民が主役となり、身近ななみ
どりを守り、つなげ、活かす取組を支援する「まちなかのみどり支
援事業」を新たに実施することとしました。
　そこで、見直すポイントとして、◆ 理念や施策の枠組みを今後
も受け継ぎ発展させていくため、より鮮明にするための文言修
正。
◆ 「新農業基本指針」で農地保全を具体的に策定。◆ 「みどり
支援基金」による「山」「公共空間」「民有空間」の支援体制の構
築。を行います。

　「なぜみどりを重要視するのか？」とい
う問いかけはたいへん重要な視点である
と考えます。

　「みどり」にはご指摘のとおりの効果や
役割があり、私たちの暮らしから切り離
すことができないものであるとともに、箕
面の最大の魅力は「みどり」の豊かさに
あり、まちの魅力アップのため、このみど
りを市民・事業者・行政が適切な役割分
担のもと力を合わせて守り、育て、磨きを
かけていくことが重要です。

　ただ、「はじめに」は、サブタイトルでも
示しているとおり、なぜ見直したのか、主
にどういう点について見直したのかを簡
潔に示し、計画改定の概要について理
解をしていただくことをねらったもので
す。ご提案の内容は、本編内の６ページ
で示しており、繰り返しを避けるためにも
「はじめに」において具体的に記述するこ
とは避けたいと考えます。
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No. 項目 ペー
ジ

ご意見 考え方

3 協働に向け
た対等な立
場での目標
共有

48 新しい「公」に関する記述（改定版P４８、
４９）で、市民と行政の役割の明確化と分
担に触れていますが、その前に対等の
立場で課題や目標を共有することが大
切なのではないでしょうか。

　この計画は、みどりあふれるまちづくり
を目指して、市民、事業者、行政が対等
の立場で課題や目標を共有し協働する
ことを目的として策定しました。

　山麓保全や公園・道路などの公共施設
のみどりなど一部で既に市民のみなさま
と目標を共有し協働が進められており、
ご指摘のとおり、今後も、他の分野にお
いてもこの計画の理念や指針を三者が
共有できるよう普及に努めます。

4 協働に向け
た対等な立
場での目標
共有

70 同じく行政の役割（改定版P７０）につい
ても単に「支援してやる」という認識では
なく、まず市民・事業者・各種団体と目標
を共有し、それらと一体となって円滑に
活動できるよう調整する役割も大切で
す。

　この計画は市民、事業者、行政などが
目標を共有し協働することを目的に策定
したもので、行政が行う「支援」は、決し
て「支援してやる」というスタンスではな
く、取り組む方と目標や理念を共有しな
がら、行政にできること（もの）を提供し協
力させていただくというものです。

　支援の方法としては、情報提供、場の
提供、資金の提供（助成）、取組の賞賛
などが考えられます。また、市民、事業
者などとの協働の調整を担うことも行政
が行う支援のひとつとして進めていきま
す。

5 まちなかの
みどりの進
め方と「覚
悟」

　山間部、山麓部のみどりの保全につい
ては、これまでの関係者のご尽力によっ
て大きな成果が上がりつつあり、そのモ
デルをまちなかにまで拡げることができ
ればよいのですが、山間山麓部につい
ては一部の山林保有者などを除くと直接
利害関係にある市民は少なく、基本施策
が市民の賛同を得られれば、それに沿っ
た具体的なアクションが取りやすいので
す。
　しかし、「まちなか」となると近隣住民そ
れぞれ、極端に言うと１３万市民一人一
人が利害関係者になるため、基本施策
には賛同が得られても、具体的なアク
ションとなると常に賛否両論が出ますし、
一部の市民が動けば一定の成果が期待
できるものではなく、多くの市民が動かな
ければ成果を上げることはできません。
お金を出せば市民は動くという助成ばか
りに頼るのでは永続性が期待できず、そ
れを契機に時間をかけてでも市民の意
識、風土を変えていかなければなりませ
ん。計画を推進する関係者はその困難さ
を充分認識して、強力なリーダーシップ
を発揮してその困難を乗り越える覚悟が
必要です。それだけの覚悟がこの計画
には見えていません。

　みどりの人の輪を広げるのはご指摘の
とおり一朝一夕に成し遂げることはでき
ず、長い時間と多くの手間がかかりま
す。

　これをある特定の者（例えば行政）のみ
で担うのではなく、市民、事業者、行政の
３者が役割分担し、出せるものを出し合
いながら力を合わせていく必要があり、
その重要性と自覚（覚悟）をみんなで共
有することが大切だと考えています。

　本市のまちづくりの基本理念を定めて
いる「箕面市まちづくり理念条例」におい
ても、「市民は、まちづくりの主体であっ
て、市民相互に協働するとともに、市と協
働してまちづくりの推進に努める」旨を、
また市は「市民がまちづくりに参加するこ
とができるように、その条件の整備及び
情報の公開に努める」旨を定めており、
今後もこの理念に基づいた、市民のみな
さまの主体的な関わりとご協力が不可欠
です。市としてもこれが円滑に進むよう条
件整備に努め協働します。
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No. 項目 ペー
ジ

ご意見 考え方

6 行政の役
割、まちなか
のみどり（民
有空間）の
公益性

44 行政施策は、公共の福祉を目的にして
います。

（以下のとおり修正を）

行政の役割としては、市民の主体的な活
動が広がりを見せるなかで、市民の自主
性、自由さを尊重しながらも、その活動を
広く展開して、公的空間で「市民と行政
の協働のまちづくり」に参加する人の輪
を広げることが課題です。

　市民同士でつながり合い人の輪を広げ
る取組は、行政が中心となって行なうよ
りは市民のみなさんが自ら主人公となっ
て行う方がスムーズに展開できると考え
ます。行政の役割は、それをさまざまな
方法で「支援」するのが基本と考えてい
ます。

　行政が行う「支援」の方法としては、情
報提供、場の提供、資金の提供（助成）、
取組の賞賛などが考えられます。

　行政が支援する市民の活動は、ご指摘
のような「公的空間」での取組や「市民と
行政の協働のまちづくり」も当然含みま
すが、これら以外の、例えば「民有空間」
での取組や「市民が独自に行うまちづく
り」なども、公益的に「みどりのまちづく
り」に貢献する活動であれば同じように
支援対象とする考えです。

7 まちなかの
みどりへの
補助金、支
援のあり方

個々のお宅のみどりに補助金を出してい
ては、税金がいくらあっても足りないと思
います。「花と緑の街角表彰」の優秀宅
の写真や「みどりのカーテン」の実践宅を
もみじだより裏表紙などで紹介し、緑の
大切さと園芸のコツや楽しさを伝え、自
分もやってみたいという気になって頂け
たらいいと思います。また、個人部門・団
体部門に加えて、地域部門を創設し、地
域で協力して取り組んだ事例も発表する
ことで、コミュニティー醸成を促したらいい
と思います。

　まちなかの民有空間は公園、道路、河
川など公共空間に比べ圧倒的に広い面
積を占め、この空間のみどりのあり方が
みどりのまちづくりに大きく影響してきま
す。

　民有地内であっても道路などから見え
るみどりはまちの景観の大きな要素とな
り、公益的にみどりのまちづくりに貢献す
ることから、これに対して助成することは
公益に合致し妥当と考えます。

　ご指摘のとおり、優れたみどりの取組
の紹介や園芸知識の普及などは、大変
重要な取組であると考えられ、これに対
する支援を行うほか、市としても、優れた
事例をもみじだより、みどりの啓発パンフ
レット、ホームページなどで随時紹介して
いきます。

　なお、支援の財源は、税ではなく、これ
まで市民や事業者のみなさまからみどり
の保全・創出のためにいただいてきてい
る寄附金を「箕面市みどり支援基金」とし
て積み立ててきており、これを充当して
います。また、７４ページでも示していると
おり、基金の枯渇を防ぐため、今後も市
民や事業者からの寄附拡大など社会的
拠出で支えることを基本として考えます。
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No. 項目 ペー
ジ

ご意見 考え方

8 助成、資金
提供のあり
方

73 資金提供で市民が事業を行うのではな
く、市の事業を市民が行う場合にのみ支
出予定額を市民活動に支給する仕組み
にしてほしい。
市民活動は、市民の自主性で行う活動
だから、市が補填するのもおかしい。し
かし、市が予定していた事業であれば、
予算があるわけだから、その額を支給し
てほしい。
入札制度の前に、市民活動の公募を行
い、応募がないときのみ入札することと
し、市民と行政の協働のまちづくりを進
めてほしい。

（以下のとおり修正を。）

「みどり支援基金」や「みのお山麓ファン
ド」を活用し、継続的な資金援助を確保
するため、市民や事業者からの寄付や、
支援した活動が市民や事業者のさらなる
活動を生み出すしくみを基本とする。

　市民の自主性で行う活動であっても、
公益に貢献する取組は助成などにより
資金支援を行うなどして振興していくこと
も必要と考えています。

　公園・道路などを地域の市民が自主的
に美化・緑化を行う取組に対しては取組
に応じて交付金を給付しています。

　山麓部のみどりは市民全体の共有財
産という考え方から、その取組を行う山
林所有者、市民に対して「公益信託山麓
保全ファンド」から助成しています。

　民有空間でのみどりの取組も、道行く
人から見えるみどりはみどりのまちづくり
の一環として公益性を持つものとして「ま
ちなかのみどり支援事業」で助成してい
ます。

　市は非営利公益市民活動促進条例を
制定し市民との協働に取り組んでいます
が、市の委託契約に際しても、市民団体
やＮＰＯに発注することが適当と認めら
れるものは、随意契約などによりに契約
相手を選ぶなど、ＮＰＯなどとの協働を進
めています。

9 民有林の状
況

9 国有林・龍安寺・勝尾寺・東海自然歩道・
豊能自然歩道…以外の、民有地に関し
て、森林組合や森林所有者の姿がみえま
せん。みどりの保水力が、水源としての役
割や土砂災害を防ぐ役割をもたせ、木その
ものが防風林の役割を担っているのであ
れば、国有林だけでなく、その他の山間・
山麓部の現状の管理や状態も調べて、箇
条書きに追加してほしい。

（以下のとおり追加を）

国有林をのぞく民有林の人工林について
は、森林組合が、森林所有者の協力を得
て、その管理と整備を行っていますが、入
植し切り出し可能な人工林ばかりでないこ
と、放置林であったため木が育っていない
ことから、木や間伐材の活かし方が課題で
す。

　国有林における人工林、自然林の比率
が８：２なのに対して、私有林では逆転し
て２：８と、圧倒的に天然林（二次林）が
多くなっています。したがって、国有林以
外の森林の現状としては二次林の現況
を主に記述したものです。

　なお、民有林内の人工林についての現
状と課題は、ご提案のとおりであり、加え
て、林業経営の小規模点在性・零細性
から施業の共同化がしにくいこと、高齢
化等による担い手不足などがあげられま
すが、放置された人工林の問題や林業
振興の側面での森林整備のあり方につ
いては、５７ページにあるとおり、この計
画と整合するものとして位置づけている
「箕面市森林整備計画」を主計画として
記述することとしています。
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No. 項目 ペー
ジ

ご意見 考え方

10 山間部のみ
どりの保全
の主体

56,74 参画する団体に「森林組合」「林業事業
者」をいれてほしい。箕面市にも林業事
業者があること。能勢の森林組合は、実
際、管理・整備を行っていることから、掲
載を考えてほしい。

　以下の部分において、取組主体として
「山林所有者」、「森林組合などの林業
者」を追加記述し、情報共有と協働を進
めることをより明確にします。

●５７ページ（１）「山間部のみどり」の保
全におけるカコミ欄
…「国、府、市、ＮＰＯ、市民、、、、山林所有山林所有山林所有山林所有
者者者者、、、、森林組合森林組合森林組合森林組合などのなどのなどのなどの林業者林業者林業者林業者などの関係
者間での情報交流・共有、協働を進め、
豊かなみどりを保全し、守り育てていき
ます。」

●７５ページプロジェクト１　山間部のみ
どりの保全と活用
…「研究・実践成果を、参画する市民、山
林所有者、国、府、市、ＮＰＯ、、、、森林組合森林組合森林組合森林組合
などなどなどなど林業者林業者林業者林業者などが共有し、その成果が国
有林以外の森林管理にも生かせるよう、
関係者が協働します。」

11 山間部のみ
どりの保全
のあり方

56,74 全体的に市民協働をうたわれ、沢山の
取組項目をあげられていますが、山のみ
どり保全・管理をしていくには、森林組合
や林業家との協働を忘れてはいけないと
思います。また、市内の造園業者さんの
力もお借りする必要があると思います。
　今は、国有林の管理は「箕面自然休養
林管理運営凝議会」、府営公園は「箕面
公園管理運営協議会」で、話し合われて
いますが、民有林も含め、箕面の山全体
について考えていくところがないと思いま
す。箕面山全体の長期ビジョンと、それ
に基づく計画的な管理・手入れ・林道整
備のあり方、木材の有効利用や商品化
の可能性、資金調達、作業分担などを具
体的に考え、進捗管理していく総合的な
場が必要であると思います。そして、そ
れには、市民・ＮＰＯ・学識経験者・行政
だけでなく、先に述べた森林組合や林業
家・造園業者にも入って頂く必要がある
と思います。

　森林組合など林業者との協働について
は上記のとおり追加記述します。

　この計画では山のみどりについて、空
間構造別に「山麓部」と、それ以外の「山
間部」に分けて、それぞれのみどり保全
の基本的なあり方を示しています。

　山林は、この方向に沿って、その管理
者がそれぞれの山林の特徴に応じて適
切に維持管理をするのが基本となります
が、そのために有効な研究成果や情報
を共有する場として、ご指摘の協議会な
どの場を継続・発展させていくのが重要
であり、このたゆまぬ努力を重ねる中で
関係者全体での箕面山全体のあり方に
ついて共有が深められていくものと考え
ます。

　また、山林・自然環境の適切な保全に
不可欠な間伐などの担い手の知見もこ
れらの場に結集するため、森林組合など
林業者も協議会などの構成員として加え
るよう働きかけます。

　なお、林道整備や木材の有効利用、作
業分担などの方針は、５７ページで示し
ているとおり、「箕面市森林整備計画」を
主計画として記述することとしています。

5



No. 項目 ペー
ジ

ご意見 考え方

12 みどりの質
（美しいみど
り）のあり方

24 箕面市は近隣自治体に比べて市街地の
緑被率が高く、しかもこの３０年で１０％
から３０％まで増加したということは驚異
的な増加率ですが、その割には３０年前
に比べてそれほどみどり豊かになったと
は感じられないのではないでしょうか。み
どりの量も大切ですが、量と共に質も重
要なのです。住宅地で言えばそのまちな
みの景観に合った美しいみどりが求めら
れるのです。
河川についても、箕面の河川は河川敷
まで草に覆われていてみどり豊かという
かもしれませんが、例えば芦屋市の芦屋
川などはそれほどみどりは多くありませ
んが、松のみどりによって美しい景観が
保たれています。計画ではみどりの質に
ついては充分言及されていませんが、美
しいまちなみ景観の形成には、まちなか
に美しいみどりが求められるのではない
でしょうか。

　ご指摘のとおりみどりの「量」のみなら
ず、「質」の向上も大変重要な要素です。
この計画ではみどりを山間、山麓、市街
地といった構造別に、また市街地では古
くからの住宅地や新規市街地などのタイ
プ別に、さらには、河川、街路樹、公園な
ど施設別などに分類し、それぞれの空間
に応じ特徴あるみどりづくりをしていくこと
としており、「美しいみどり」のあり方もこ
れに添ったものになります。

　河川のみどりについては、市内に流れ
る河川は少ないながらも自然の水辺に
近い環境や河縁林などが一定残されて
いることなどから、水辺環境と生物多様
性の保全が主眼となると考えます。

　なおなおなおなお、、、、市内市内市内市内のののの市街地市街地市街地市街地でででで緑被率緑被率緑被率緑被率がががが大幅大幅大幅大幅
にににに増加増加増加増加しているのはしているのはしているのはしているのは、、、、彩都地区彩都地区彩都地区彩都地区、、、、箕面森箕面森箕面森箕面森
町地区町地区町地区町地区、、、、小野原西地区小野原西地区小野原西地区小野原西地区がががが市街化区域市街化区域市街化区域市街化区域にににに
新新新新たにたにたにたに編入編入編入編入されたされたされたされた時点時点時点時点でこれらのでこれらのでこれらのでこれらのエリアエリアエリアエリア
のののの森林森林森林森林がががが新新新新たにたにたにたにカウントカウントカウントカウントされたことによされたことによされたことによされたことによ
るのもるのもるのもるのも大大大大きなきなきなきな理由理由理由理由とととと考考考考えられますえられますえられますえられます。。。。誤解誤解誤解誤解
をををを防防防防ぐためぐためぐためぐため、、、、このこのこのこの補足説明補足説明補足説明補足説明をををを追記追記追記追記しましましましま
すすすす。。。。

13 市民の役割 70 みんなで取り組むための市民の役割とし
て「地域人としての「公」の概念をもって、
趣味の範囲を超えた「みどりのまちづく
り」を行います」（改定版P７０）とあります
が、多くの市民にそこまで求めることは
無理でしょう。例えば上の行にある「自ら
の生活とみどりの関わり云々」を受けて、
「自分の身の回りでみどりを育て、地域
の「みどりのまちづくり」にも参加します」
程度でないと、多くの普通の市民にはわ
かりにくいし、実行もできないのではない
でしょうか。

　７１ページで示している市民の役割に
ついては、担う役割を活動イメージの例
示として列記しているもので、すべてのこ
とを全ての市民に求めているものではあ
りません。

　「自らの生活とみどりの関わりについて
認識を深め、日々の暮らしを営むよう努
めます」という取組は多くの市民に受け
入れられやすく取り組みやすいものと思
われ、まずこの輪を広げていく必要があ
ります。

　そして、その広がりの中で、少しずつ、
「公の概念を持って趣味の範囲を超えた
みどりのまちづくりに取り組む」市民が増
えていくことをイメージしたものです。
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No. 項目 ペー
ジ

ご意見 考え方

14 みどりの拠
点施設

73 「まちなか」の美しいみどりを育てるため
には、計画にある通り市民が主体になっ
て「みどりのまちづくり」を進める必要が
あります。それも一部の市民ではなく多く
の市民が参画しなければ成果は上がり
ません。計画でも市民緑（力）のアップを
目指した多くの支援が織り込まれていま
すが、多くの市民が自宅周辺に美しいみ
どりを育てるためにはその核となる施設
の設置が重要な課題です。
「知の拠点づくり」として図書館の増館や
改革が進められていますが、「みどりの
拠点」として市民に愛される施設が求め
られているのです。豊中市の「花とみどり
の相談所」、池田市の「都市緑化植物
園」、宝塚市の「あいあいパーク」のよう
な拠点設置を、事業者との協働でも良い
ですから、期限を定めて実行することを
計画に盛り込んでいただきたいもので
す。市民が特定の団体に入らなくても、
気軽に相談しながらみどりに親しもうとす
る風土を醸成しなければなりません。

　７３ページで示しているとおり、みどりに
ついて学習・体験、人材育成などができ
る「場」などの創出について今後、市民
のみなさんからご意見やご提案をいただ
きながら検討します。

　「場」とは物理的な「場所」を想定した場
合、公有地、民有地にかかわらず、既存
の「場」の活用・転用・連携や一時利用な
どを含め幅広く検討することとなります。
また例えば定期的に交流・意見交換の
「場」を設けるなどを重視し想定した場合
は、「機会」や「仕組み」づくりの意味合い
が強くなりますが、これらを総合しながら
検討します。

　この計画は取組の実施時期を定める
「年次計画」の性格を有しているものでは
なく、それぞれの取組は緊急性、実現性
などを考慮し順次実施することとしている
ため、個別事項について期限を定めるこ
とはいたしません。

15 市民主体の
公園管理

68  　計画にもあります通り、市街地の公園
は「まちなか」のみどり空間として重要な
役割を果たしていますが、箕面市内には
小さな公園が数多くあるものの、近隣住
民のニーズに応えていないためにあまり
活用されていない公園が散見されます。
一部の大規模公園を除くと、その利用者
は近隣の住民に限定されるのですから、
住民自らが公園を維持管理し、みどりを
育てる仕組みが必要です。そのことは既
に認識されていますので、早期実現に向
けてのアクションが大切です。

　身近な公園をめぐる課題はご指摘のと
おりです。このため、６９ページで示して
いるとおり、市民自主管理支援制度を活
用し、地域主体による利活用と維持管理
を推進するとともに、公園のリニューアル
の際には、地域住民の年齢構成やライフ
スタイル、地域の意向に応じた特色ある
公園となるよう努めます。
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No. 項目 ペー
ジ

ご意見 考え方

16 住宅開発時
のみどりの
義務づけ

67 最近開発されている大規模住宅地（小野
原西地区、森町など）はまちの景観とみ
どりに充分配慮した開発が進められてい
ますが、旧市街地で開発される小規模住
宅地（ミニ開発地）では、必ずしも配慮さ
れていません。新たな住宅地開発に当
たって、みどりに一層配慮するという計
画にはなってはいますが、それを具体的
に義務付けることを明記することを提案
します。特に、旧市街地の市有地を売却
する場合は最近開発されている地域並
みの配慮を条件に売却されるべきです。

　住宅などの新築時には、箕面市まちづ
くり推進条例などによって、敷地の一定
割合以上の緑化が定められています。
市はこれらの条例などによる規制誘導を
今後も進めます。

　また、ミニ開発などを含め一団として新
たに住宅地が形成される場合は、造成
段階から緑地協定の締結などを働きか
けます。

　あわせて、６８ページで示しているとお
り、駐車場緑化や創意工夫による緑化を
推進します。敷地規模が狭小な場合で
も、ちょっとした植え込みや花壇などを一
定規模以上連続させることで実際の量よ
りも見た目のボリューム感が変わってき
ます。市の緑化施設新設助成では、生
垣だけでなく花壇や植え込みの新設も助
成対象としており、これらの住宅地で積
極的に活用していただけるよう新築など
のときに働きかけます。

　なお、市有地を売却する場合は、周辺
の土地利用状況に考慮した活用が図ら
れるよう条件を付けて売却しますが、当
該地域で定められている基準以上にみ
どりに配慮を求めることはできません。
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