
資料２

箕面市みどりの基本計画の構成と到達点

到達点 今後の課題 見直しの方向

ア）
山間部のみどりに親しむ場
やしくみの創出

Ａ

イ）
市民参加型の保全活動の実
施

Ａ

ウ） 生物多様性の保全 Ｂ

エ）
各種法規制を活用したみど
りの保全

Ａ

ア）
箕面ブランドとしての「みの
お山麓」の普及・啓発

Ａ

イ） 里山林と山麓文化の保全 Ａ

ウ） 山なみ景観の保全 Ａ

エ） 学校の杜の活用 Ｂ

① 河川のみどりの保全・創出 Ｂ
市民による美化・自然保護活動等が大阪府のアドプトリバー制度により行われ
ており、昔ほどではないにせよ大きな水質悪化もなく、依然生物生息の場・通り
道として機能している。

② 街路樹のみどり Ｂ
低木管理や花壇管理が市民自主活動により展開されているが、高木等の維持
管理はコスト大であり管理だけで手一杯状態。

③
大規模な公園・緑地等のみ
どり

Ｃ 大規模な公園（中央公園等）は一部用地確保済だが整備は進んでいない。

④ 社寺林のみどり Ｂ
保護樹木・樹林に指定しているものは所有者により管理されているが、個人所有
等の場合は管理が難しく隣家へ迷惑をかけたり相続等の際に伐採される例が散
見される。

主に個人所有の保護樹木・樹林
について地域協働の管理推進
が必要。

追加新規指定、地域ぐるみでの保護活動の促進を
位置づけ

⑤
まとまった農地やため池など
のみどり

Ｃ
農業振興策として市民農園、朝市、農業サポーター制度のほか各種営農支援が
行われいるが、農業者の高齢化・後継者不足により年々減少している。

農地保全のためには抜本的な
農業振興再生策が必要

（・農地保全については「箕面市新農業基本指針」
を主計画として位置づけ推進）
・農業者と非農業者の協働の取り組みの必要性を
位置づけ

⑥ エッジのみどり Ｂ 区画整理等の際に保全に努め、かろうじて残存している。
必要に応じ隣接市との連携が必
要

施策メニュー 評価

橋本亭改修、滝道ライトアップなどのハード面とともに、箕面市観光協会、市民
による箕面観光ボランティアガイド、パトロール隊による清掃美化活動などが活
発に行われている。府営箕面公園・滝道、自然歩道、市民の森等を中心に多く
の観光客が訪れている。市民団体主体の国有林管理運営協議会が発足し今後
活発に展開される。山間部はほとんどが国定公園特別区域、近郊緑地保全区
域、保安林等に指定されており、開発等のおそれは低いが、森林管理の担い手
不足や温暖化等の環境変化等による生物多様性保全の危機は全国の森林に
共通する課題。

Ａ

里山管理や自然保護、研究啓発などの活動や人材育成が山麓ファンドを活用し
軌道に乗っている。ファンド助成山林は全体の３８％で横ばい状態を維持。山な
み景観保全地区(380ha）が指定され開発等の歯止めとなっている。マンドロやメ
ンギョなどの里山伝統文化の復活等も行われている。小中学生の体験学習の場
としての外院の森は活動主体を市民団体（外院の杜クラブ）に移行。

実現に向けた取り組み

(1)山間部のみど
りの保全

１．「環境基
盤となるみど
り」を保全・
創出し、箕面
市のみどり
豊かな風景
を形づくる

Ａ

Ｂ

(2)山麓部のみど
りの保全

(3)市内の多様な
みどりをつなぐ「み
どりのネットワー
ク」の保全創出

（・森林保全については「森林計画」を主計画として
位置づけ推進）
・各主体（国、府、市、ＮＰＯ等、所有者…）の人材
交流・情報共有を位置づけ

・山麓部とともに市街地の「山すそ部」の保全を位
置づけ

・大規模公園の整備優先順位づけ（限られた財源
の選択と集中の方向）、借り上げ方式の位置づけ
・現みどりの数値目標（面積）に追加した新指標の
位置づけ
・アドプトに代わり市民自主管理支援制度（新制
度）を記述し位置づけ

生物多様性の基盤となる良好な
森林育成の担い手の確保、国、
府、市民が協働・連携した管理
体制の構築が求められる。

里山管理の担い手を所有者と市
民協働で育成するなど、山麓
ファンドや山なみ景観保全地区
等の枠組みをさらに推進する必
要がある。山麓部と一体となっ
た市街地の「山すそ部」の保全
策が急務。

緑化面積確保の最大指標であ
る公園を計画どおり整備していく
のは困難な経済情勢であり、よ
り効率的な整備手法・優先度の
検討が必要。
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到達点 今後の課題 見直しの方向施策メニュー 評価実現に向けた取り組み

①
旧集落地（歴史的地区含む）
のみどり

Ｃ

②
古くからの良好な計画的住
宅地のみどりの保全・創出

Ｃ

③
比較的新しく形成された計
画的住宅地（低層、高層）の
みどり

Ｃ

④
自然発生的住宅地における
みどり

Ｃ

⑤
新規開発地（新規市街地）
のみどり

Ｂ

⑥ 商業地・業務地のみどり Ｃ

① 身近な公園のみどり Ｂ
アドプト制度により市民の美化緑化活動が進んでいる（約５割）。箕面東公園、
止々呂淵公園等で先行して市民協働のリニューアルが行われている

地域ニーズに根ざした公園等の
リニューアルは市民自主管理制
度での提案制度により推進する
方向。

・市民自主管理支援制度を記述し位置づけ
・地域に根ざした公園リニューアルの提案制度を記
述し位置づけ

②
公共公益施設（学校、病院
等）のみどり

Ｂ
学校等の校庭芝生化が行われている。公共施設での樹木は保護樹木等に指定
していない。

学校等の樹木を保護樹木として
指定するか要検討

学校等の保護樹木（「学びの木」）の指定を位置づ
け

③ 空き地のみどり Ｂ 道路残地等においてアドプト制度による美化緑化活動が行われている ・市民自主管理支援制度を記述し位置づけ

Ｃ

Ｂ

屋敷林・生垣は建物増改築時の撤去等により減少傾向にあると思われる（現状
未把握）。敷地規模の細分化により新設生垣はほとんどなく、狭いなかでの緑化
面積確保に苦労している（玄関先の高木１本、駐車場緑化などによる緩和規定）
彩都の地区計画（50cmセットバックなど）は道路に面したみどりが確保される。景
観形成地区に等においては道路面での植栽を積極的に誘導。
保護樹木：61本→63本、保護樹林23,362㎡→27,821㎡
生産緑地：81.9ha→69.2ha
総じて、住宅地の民のみどりを守り育てるしくみづくりは進んでおらず、個々の取
り組みに委ねられているのが現状

(2)身近な公園、緑
地等公共施設の
みどりを大切にす
る

２．「身近な
みどり」を大
切にし魅力
ある暮らしを
形づくる

(1)住宅地等民有
地のみどりを大切
にする

個々の取り組みを後押しし、身
近なみどりに気づき感じる取り
組みを創出するしくみ（ソフトの
取組を含む）づくりが課題。
まちづくり計画地区、景観形成
地区指定、緑化協定の促進など
規制誘導策を強化
道路面への緑化誘導策の強化

まちなかの民のみどりを支援する「まちなかのみど
り支援」（みどりファンド）を位置づけ
みどりの規制誘導策の強化（新規開発時の緑化協
定等）を位置づけ
まちづくり推進条例の運用策を位置づけ
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到達点 今後の課題 見直しの方向施策メニュー 評価実現に向けた取り組み

ア）
「みどりの基本計画」「みどり
のまちづくりヒント集」の普及
推進

Ｃ

イ）
みどりの関するイベントや体
験会の開催

Ｂ

ウ）

みどりのまちづくり機運の高
揚（チラシやポスター、ホームペー
ジ等の媒体を利用した普及啓発、
ＣＩ計画の推進）

Ｂ

ア）
多様な組織と人をつなぐしく
みづくり（場づくり）

Ｃ

イ） 中間支援体制の設立 Ｃ

ウ） みどり行政の統合化 Ｂ

①
「みどりの基本計画」「みどり
のまちづくりヒント集」の実行
体制の整備

Ｃ

② 技術支援と人材育成 Ｃ
緑化講習会等を行っており。民間によるガーデニング講習等も行われているが、
それぞれ単発でつながりができていない。

技術や人材をつなぐしくみづくり 民間を含めたスキルアップの場の連携を位置づけ

③ 資金的（物的）支援の推進 Ｂ
アドプト制度による公共施設での緑化支援が行われている。民有地での支援は
保護樹木等への支援、自治会等団体へは大阪府の緑化樹配布等が行われて
いる。

民有地のみどり支援策について
要検討

支援制度としての「まちなかのみどり支援」（みどり
ファンド）を位置づけ
市民寄附促進策（募金箱、賛助会員制等）を位置
づけ

④ 情報発信 Ｂ
市民活動マップは山とみどりのイベントで作成・配布したが、データベースとうと
して活用できる情報レベルではない。

市民から市民への情報発信の
方法

・みどりの機運づくりのための今日的な情報発信を
位置づけ

Ｃ

みどりのまちづくり交流会、花とみどりの街角表彰交流会等を開催しているが単
発で継続性がない。中間支援組織は設立されていない。みどり行政は「みどりま
ちづくり部」が「みどり」を前面に出したまちづくりを標榜している。

市民主体のみどり促進のために
は継続した市民同士の交流の
場づくり、市民が市民同士をつ
なぐ中間組織が必要となってい
る。

「計画」「ヒント集」「まちなかのみ
どり大発見」などを周知しみどり
の機運を高めていく必要があ
る。
イベントを市民同士の交流や情
報発信の場としてさらに活用す
る必要がある。

Ｂ

Ｃ

「計画」「ヒント集」は市ホームページでの紹介のみ。緑化講習会、緑化フェア等
を毎年開催しており、近年は山とみどりのイベントとして市民主体の実行委員会
で開催している。花とみどりの街角表彰を行ってきたが応募者や応募地域に偏
りがではじめ、５年間をもって終了。

(3)市民緑（力）を
アップ

３．みんなで
取り組むた
めに

(1)みんなが暮らし
の中でみどりに関
わる機会を増やす

(2)多様な人や活
動をみどりにつな
げる

・まちなかのみどり支援事業（みどりファンド）を媒
介した「みどりのまちづくり交流会」「市民同士をつ
なぐ中間支援組織」の位置づけ

・みどりの機運づくりのための今日的な情報発信を
位置づけ
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