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第２回草津市緑の基本計画策定委員会 議事録 

 

 
日 時 令和２年９月２４日（木）14：00～ 15：30 

場 所 草津市役所４階 行政委員会室  

出席者（委員氏名：敬称略）仲上健一、高橋卓也、伊庭健治、山本英裕、加藤幹彦、西川婦美江、 

中村登美子、中井あずさ、藤田克枝（委員定数１０名中９名出席） 

（事務局）建設部：寺田哲康部長、生田英樹総括副部長 

公園緑地課：松永智行課長、奥野貫課長補佐、西岡善和参与、 

米田彩也夏主事 

         昭和（株）：関西技術室上席主任 白石将生、京都営業所 高井亮吉 

会議に付した事項 別添会議次第のとおり 

会議の公開・非公開の別 公開 

傍聴者数  無し 

会議経過及び結果 

１ 開 会  定数１０名中９名が出席のため、草津市附属機関運営規則第６条第１項の過半数以

上の委員の出席規定により会議が成立することの報告があった。 

       また、市民参加条例第９条に基づき、本委員会の開催について案内したが、定刻に

おいて傍聴者が０人であると事務局より報告があった。 

 

２ 委員紹介 資料 1 草津市緑の基本計画策定委員会 委員名簿 

前農業委員会会長の本間委員が、7月で農業委員会会長職の任期満了となり、農業

委員会からの推薦により、後任の農業委員会会長である山本英裕氏に委員として就

任いただいたことについて、事務局より報告があった。 

 

 

３ スケジュールの変更について 

資料２ 第３次草津市みどりの基本計画策定スケジュール 

高橋 

委員長 

それでは会議次第の３番目のスケジュールの変更について、事務局の方から説明をお願

いします。 

事務局 スケジュールの変更についてご説明します。資料２をご覧ください。 ≪資料２の説明≫ 

高橋 

委員長 

ありがとうございます。委員の皆様から、何かご意見やご質問はないでしょうか。 

委員 ≪意見なし≫ 

高橋 

委員長 

よろしいでしょうか。スケジュールの変更については特にご意見ご質問がないようで

すので次に参りたいと思います。 

                               

４ 市民意識調査中間報告について 

資料３ 市民意識調査中間報告 

高橋 

委員長 

続きまして、会議次第４の「市民意識調査中間報告」について、事務局より説明をお

願いします。 

事務局 それでは、市民意識調査中間報告についてご説明します。資料３をご覧ください。 

≪資料３の説明≫  

高橋 

委員長 

ありがとうございます。資料の量も多いですが、アンケートの結果等について、委員

の皆様から、ご意見ご質問等がありましたらお願いします。 
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委員Ａ アンケート配布数が 3,000件に対して、有効回収数が 987件とありますが、回収数と

しては十分な数なのか、事務局としてはどのように捉えてらっしゃるのでしょうか。 

事務局 中間報告書の２ページをご覧いただきたいのですが、標本数を草津市の人口とし、信

頼度等を考慮すると、統計上必要な標本数は 780票と算出されます。今回、780票を

大幅に上回る 987票となり、想定を超えているため十分な回答数と考えております。 

委員 A ありがとうございます。対象者を無作為に抽出する中で、中には入院中の方にも届い

ていたとありますが、無作為の中でももう少し選定はできなかったのでしょうか。 

事務局 回答できない方に届いてしまっていたのは申し訳なく思っておりますが、統計を取る

には公平に満遍なくサンプルをとる必要があるため、無作為抽出が最も望ましいと考

えております。 

高橋 

委員長 

ありがとうございます。サンプル数については解説がございましたが、誤差が±3.5％

以下であれば差はないと考えて良いと思います。その他はいかがでしょうか。 

委員 B アンケートの時期が６月の半月間とありますが、コロナの真っ最中で、巣篭り状態の

方がいらっしゃったと思いますが、そのような状況がアンケートに与える影響は何か

ありましたでしょうか。自由意見の中で「コロナウイルスで自宅待機期間に周辺を歩

く機会が増えると草津市も良いまちであると思った」という回答があり、いい方に働

くのかどうかが気になりました。 

事務局 アンケートの回答に与える影響は判断しにくいですが、アンケートの設問全般に関し

て、コロナの影響を受けるものはなかったと考えております。 

高橋 

委員長 

私からも質問させていただきます。６月の期間中は、公園に人が増えたということは

なかったでしょうか。 

事務局 人が増えた状況はありました。学校が休校となっていた影響で、大人よりも近隣にお

住まいの子ども達の姿が多くみられました。外出できない中で近隣の公園に集まって

遊び、そのため若干密になっている状況の報告が市にも寄せられておりました。 

委員Ｃ 問６で「ガーデンシティくさつ」や「健幸都市づくり」についてご存知でしたか、と

いう問いがあります。全体で 17％という認知度の結果をどうみるかという議論は必

要ですが、例えばガーデンシティのことについて、広報や宣伝、イベントはされてい

るのでしょうか。80 歳以上が 32％も知っているのに、なぜそこまで知っておられる

のか、若年層にはなぜほとんど知られていないのかについて、アンケートで聞くだけ

でなく、推察する必要があると思います。 

事 務 局

（部長） 

市の情報発信については、特に健康に関する情報発信では高齢の方のほうが参加され

る傾向が高いです。そのため、若年層よりもご高齢の方の方がガーデンシティについ

て認知していただいていると推察しています。しかし、ガーデンシティについて積極

的に関わっていただきたい世代である 30 代から 40 代への認知が低い状況にありま

す。これは、ターゲットが絞れておらず、情報発信がまだ不十分であるためと考えて

おりますので、この結果を今後の取り組みに反映する必要があると考えております。 

高橋 

委員長 

ありがとうございます。どういうところでご高齢の方がガーデンシティの話を聞く機

会があるのでしょうか。 

事務局 

（部長） 

ガーデンシティというよりは、市の取り組みについての説明の場にご高齢の方が多く

参加されている現状があります。そのような現状もあり、高齢者の方々に市の施策が

浸透している傾向があると考えております。また、説明会等を開催しても 30 代から



3 

40 代の方は忙しくてなかなか参加率は低い傾向があるため、ガーデンシティだけで

はなく、施策全般として、30代から 40代への情報発信が課題かと考えております。 

高橋 

委員長 

ありがとうございます。私の感想になりますが、「30 代から 40 代は忙しいから時間

がない」ということはどこでも言われており、そればかり言っても話は進まないので、

このことも今度の計画で大事なことになるのではないかと感じております。 

その他に、ガーデンシティについて何かご意見はございませんか。 

委員Ａ 例えば、みずの森公園は、お子さん連れの若い利用者も多いです。みずの森公園や de

愛ひろばは、草津市にある公園ということは分かっていますが、草津市がガーデンシ

ティくさつと謳って取り組んでいることとは、なかなか結び付きません。例えば de

愛ひろばでも若い方はいらっしゃるので、そこで草津市が取り組んでいることをうま

くＰＲできれば、行政の取り組みと今いる公園がつながっていると認識されるのでは

ないでしょうか。 

高橋 

委員長 

ありがとうございます。みずの森公園に行ったことがありますが、高齢者のほかにも

若い方もいらっしゃいますね。ガーデンシティは草津市が力をいれている施策である

ということが本当に市民に伝わっているかは疑問が残るところです。次に、自由意見

でみられますが、自治体でもたびたび問題となる公園の草刈等の管理についてです

が、もっと市役所に管理してほしいという意見がみられます。このあたりについての

ご意見は何かございますか。 

委員Ｄ 町内会で小規模公園を管理しており、月に一回 70～80 人体制で草刈の管理をしてい

ただいています。公園ですので、高木などは勝手に剪定できないので、市に剪定して

いただきたいのですが、なかなか剪定してもらえていません。また、生垣のようなも

のを地元で設けようとすると、それなりの機械が必要になってくるので、そういった

ものを調達しようとすると金額もかかってきますので難しいです。うちは草刈り機を

十数台用意して管理し、年間補助もいただいていますが、足りていない状況です。市

にはもう少し積極的に関与してもらえたら有難いと思っています。 

高橋 

委員長 

そのためには何が必要になるでしょうか。あるいは何から始めたらよいと感じておら

れますか。 

委員Ｄ 町内会については、それなりに子ども連れの若い方が多く利用されています。そうい

った方に声をかけて参加していただくということが習慣になれば、地域の皆さんが積

極的に関わろうという気持ちになると思います。 

高橋 

委員長 

ありがとうございます。他に何かございますでしょうか。 

委員Ｃ  自由意見の最後の方のご意見は厳しいものが散見されますが、なぜこのような意見が

出るのか、どう対応するのかということを行政として真摯に受け止める必要があるの

ではないでしょうか。 

事務局 

 

お金をかけて行政としてアンケート調査を行っており、市民の方の中にはシビアに見

ておられる方もいらっしゃったと思いますので、アンケート調査を実施する際の出し

方の配慮が足りていなかったと感じております。次回調査する機会があれば、配慮し

ていきたいと考えております。 

委員Ⅾ みどりの考え方について、農村地域の緑は生産性にかかる田畑が基本で、公園などは

スポーツや子供が遊ぶ、散策するなどの目的があると思います。公園の場合は、みど



4 

りというのは、プラスアルファの要素と思っています。道路でしたら、植樹帯は道路

の目的があってつくられていると思います。中央分離帯であれば視線誘導などの目的

があると思います。この計画のなかではいろいろな内容の「みどり」を扱っています

が、それぞれの目的を持っているなかで、どういう形で計画としてまとめていくのか

が漠然としているように感じます。 

高橋 

委員長 

いかがでしょうか。みどりというのは農地だけでなく、道路の中央分離帯まで入りま

すが、そこまでまとめて「みどり」と言っています。 

委員Ｅ そもそも農業イコールみどりという感覚はありません。山手などを見ていると緑と思

えますが、湖辺の方へいくと、田んぼは圃場整備で木もなく、収穫が終われば茶色一

色になり、「みどり」という感覚はありません。草津市も都市化していき、都市化す

れば緑も失うので、その失われた分の緑をどこかに残すかつくる、というところがみ

どりの基本計画になるかと思います。 

高橋 

委員長 

農業をされている方からすると、農業イコールみどりとはならないかもしれません

が、農業をしていない人や外から来られる方からすれば、農業イコールみどりと思え

るのではないでしょうか。 

委員Ｅ みどりイコール自然という観点でいうと、木々だけではなく、虫や魚などの自然が付

いて初めて「みどり」と言えると思いますが、近年は圃場整備の影響で農地にはそれ

らもみられません。「みどり」という感覚を持てません。「みどり」は、例えば栗東に

ある自然の森のように、わざと自然な緑を残したり、つくったりしないと「みどり」

と言えないように思います。小規模公園として、団地の開発とともにつくられた時に

は、団地の方が維持管理していくと思いますが、昔は整備されていなかったところも

あります。小規模公園は地元の方しか行かないと思います。大規模公園は、トイレや

飲食施設があり、一日単位でも過ごせるような「みどり」がついたテーマパーク的な

ものと思います。そのあたりは考え方を整理することが求められると思います。 

事務局 

（部長） 

今回、第２次の計画の期間満了に伴い、次の１２年間の第３次の計画を策定すること

となります。みどりの基本計画の「みどり」とは、農地についても守る対象としてい

ます。ただ、個々の農地をどうするかということについては、農業関係の計画のもと、

保全並びに整備を進めるので、「みどり」という観点から市の全ての政策をみた場合

に、この計画で一通り緑地や農地の方向性が分かるということになります。また、「み

どり」のなかには、従来花と樹木の概念しかありませんでしたが、第２次の計画では、

昆虫も含む動植物、河川、湖岸などを含んだ環境も「みどり」として位置付けて捉え

ております。そのようなことも踏まえて、今回の第３次草津市みどりの基本計画にお

いても、広い観点で考えて計画をまとめていきたいと考えておりますので、よろしく

お願いいたします。 

高橋 

委員長 

ありがとうございます。他に市民意識調査の結果をみられて、公園の管理や「みどり」

に対する満足度、機会があれば取り組みに参加したい方も６割ぐらいいらっしゃるこ

とも踏まえて、何か考えていたことと違う等、何かご意見はありますか。 

委員Ｆ おっしゃられるように、田んぼは「みどり」と思っていませんでした。公園では市に

何か植えてもらったりしていただいていますが、最後まで見てもらえないことが多い

ので、計画を策定することは良いのですが、最後までみていただけるようにして欲し

いと思います。 
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委員Ｇ 西口の銀杏の木が街路樹で植えられて綺麗ですが、散った後がゴミだらけになってい

ます。私たちは街路樹沿いに花を植えておりますが、掃除が大変ということは事実で

す。事業者が枝を剪定されますが、後始末が大変です。計画を作成しても、継続をど

うしていくかが大切と思っています。  

委員Ｈ アンケートでは、いろんなことが聞けてよいと思いますが、草津市として今あるもの

を活用してどのように「みどり」をおしすすめていくのかと考えた時に、整備された

ai彩ひろばやｄe愛ひろばは綺麗ですが、それら２つの公園の間の区間が草津川跡地

でも荒れている状況にあります。その間の区間を整備したり、歩く散歩道として ai

彩ひろばと de 愛ひろばをつなげる計画を作成したり、貸農園などを具体的に進めた

りするなどに取り組むとよいと思いました。 

高橋 

委員長 

ありがとうございます。他に疑問に思った点や感想などはございますか。先程も説明

がありましたように、草津市は広く、湖岸と山手で地域差があるので、次回の会議で

はもう少し地域差が見えるようになっていると思います。その他、事務局より補足説

明はございますか。 

事務局 補足としまして、市民意識調査結果は公表する予定ですが、自由記述に関しては表現

上の問題がございますので、事務局で整理をさせていただいた後、公表させていただ

きたいのでご理解いただきたいと思います。 

委員Ａ この自由記述に書かれた人は、意見をもとに検討するのか、検討が不可能なのか等、

次のことを知りたいと思っておられると思います。公表されるならば、市としての考

えを一緒に示しておいた方がよいと思います。 

事務局 ありがとうございます。このアンケートの目的が、第３次草津市みどりの基本計画に

反映するということが趣旨であります。そのため、市民意識調査結果の分析や、調査

結果から導かれる課題、その課題から反映する政策の内容については、第３次草津市

みどりの基本計画の中で掲載していけるように調整していきたいと思います。 

高橋 

委員長 

事務局からご報告いただいた資料の取り扱いについてはよろしいでしょうか。 

委員 ≪異議なし≫ 

 

５ 第３次草津市みどりの基本計画の構成等について 

資料４ 第３次草津市みどりの基本計画の構成等について 

高橋 

委員長 

続きまして、次第５の「第３次草津市みどりの基本計画の構成等について」を事務局

より説明をお願いします。 

事務局 それでは、第３次草津市みどりの基本計画の構成等について説明します。資料４をご

覧ください。≪資料４の説明≫  

高橋 

委員長 

ありがとうございます。第３次草津市みどりの基本計画の構成をご説明いただきまし

たが、ご意見ご質問等がありましたら、よろしくお願いします。 

委員Ｂ 第２章の「持続可能な」という表現があります。これはＳＤＧｓの考え方にあると思

いますが、公園維持管理の話だけではなくて、上位にある政策全体の考え方となると

思います。この表現をみると、矮小化されたように感じてしまいます。次にくる「公

園」という表現は、都市公園も含まれるのでしょうか。このあたりがややこしいと思

います。 



6 

高橋 

委員長 

「持続可能な」というのは大きな意味の言葉なので、より具体的な言葉の方が良いと

いう意味でしょうか。 

委員Ｂ 「持続可能な」という言葉は、この資料の部分にのみ示されていますが、これは政策

全体に掛かる言葉だと思いますので「公園の維持管理」にだけついてしまうと矮小化

されてしまうと思います。  

事務局 想定する課題に挙げております「持続可能な公園の維持管理」については、公園を維

持管理することが大変だということで課題としてとりあげています。当然、ＳＤＧｓ

の考え方については、全ての施策においてＳＤＧｓの観点がどのような関わりがある

のかを施策ごとにお示ししようと考えております。また、計画全般の内容に関係する

ように表現していきたいと思います。 

高橋 

委員長 

ありがとうございます。他に何かご意見はありませんか。 

委員Ｈ 「キャッチフレーズを設定する」とありますが、今後、この会で決めていくのでしょ

うか。 

事務局 

（課長） 

事務局で１０案程度を提示することで具体的な内容を見ていただこうと考えており

ます。投票になるのかどうかはまだわかりませんが、委員会で決めていければと考え

ております。 

高橋 

委員長 

キャッチフレーズの良い案があればご提案願います。私からのご意見ですが、健幸都

市という言葉と結びつけるならば、園芸をすれば健康に効果がある、成長に良いなど、

他所のことでもよいので、「みどり」と健康のエビデンスを計画に入れたらインパク

トがあるのではないでしょうか。今後ご検討いただけたらと思います。 

他になければ、構成についてはご意見を伺ったということにいたします。ある程度反

映できそうなことがありましたら反映させておいてください。 

 

６ その他 

高橋 

委員長 

これで準備していた内容については終了しましたが、他に何かご意見等ありますでし

ょうか。 

委員Ａ 前回の質問になりますが、例えば道路でも市・県・国の管轄があると思います。とは

いえ、草津市民にとってはどこが管理していたとしても、草津市に通っている道路で

あるので美しい方がよいと思います。前回お聞きした時には、市・県・国の連携はど

うされていますか、という質問でしたが、連絡などはされているのでしょうか。 

事 務 局

（部長） 

道路を例に出していただきましたが、国道・県道・市道等は管理者も異なります。特

に国・県に対して、道路の要望は市へ直接市民から連絡をいただきます。その際には、

国・県の窓口へお伝えして、国・県と連携して取り組んでおります。管轄の差は市民

の方にとっては分かりにくいと思います。草津市内で県の管轄の公園は、湖岸緑地と

矢橋帰帆島公園となりますが、そのあたりも含めて何かお気づきの点があれば、市の

公園緑地課か道路課へ連絡いただければ、市の管轄でなくとも管理者へ取り次ぎさせ

ていただきますので、まずはご一報していただけたらと思います。 

高橋 

委員長 

ありがとうございます。それでは本日の議題は終了いたしましたので一旦事務局にお

返ししたいと思います。 

事務局 ありがとうございました。次回の委員会の日程については、１０月６日火曜日の１０

時、この場所で今のところ開催したいと考えております。ご都合の悪い方がいらっし



7 

ゃいましたらまたご連絡いただけたらと思います。委員会の議事につきましては、皆

様ありがとうございました。 

部長 ≪部長よりあいさつ≫ 

 

９ 閉会 


