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第４回草津市緑の基本計画策定委員会 議事録 

 

 
日 時 令和２年１２月１日（火）10：00～ 11：00 

場 所 草津市役所 ８階 大会議室 

出席者（委員氏名：敬称略）高橋卓也、伊庭健治、山本英裕、西川婦美江、中村登美子 

中井あずさ、仲上健一、加藤幹彦（委員定数１０名中８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、千葉敦 

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  １名 

会議経過及び結果 

１ 開 会  定数１０名中８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を報告する。 

       また、市民参加条例第９条に基づき、本委員会については公開したが、定刻におい

て傍聴希望者が１名おられることを報告する。 

 

２ 第３次草津市みどりの基本計画（案）について 

資料１ 第３次みどりの基本計画（案） 

高橋 

委員長 

それでは第３次草津市みどりの基本計画（案）について事務局より説明をお願いします。 

事務局 前回の策定委員会からの基本計画（案）の修正点についてご説明します。≪別紙の「第３

回策定員会からの主な修正点について」の資料により修正内容を説明≫ 

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ございませんでしょう

か。 

委員Ａ ８ページで「緑地」と「緑」と「みどり」がありますが、漢字の「緑」の文言を使用

しているところはありますか。ずっとひらがなの「みどり」を使用しており、ここで

漢字の「緑」を定義する必要はあるのでしょうか。 

事務局 漢字の「緑」の表記については、ひらがなの「みどり」の定義があるので記載してお

ります。ひらがなの「みどり」は生物も含んでおり、漢字の「緑」も対比するうえで

その説明を入れさせてもらいました。 

委員Ａ 本編の中で漢字の「緑」が見当たらないのですが、ここに書いておく必要はあるので

すか。 

事務局 おっしゃられる通り、本編の中で漢字の「緑」は使われておりません。ただ、一般的

にみどりの基本計画というのは漢字の「緑」が使われることが多いのですが、草津市

ではひらがなの「みどり」を使わせていただくということで、通常の「緑」ではなく、

ひらがなの「みどり」はこういう意味ですということを記載し説明することにより、

言葉の意味の対比ができてわかりやすいのではないかということでお示ししており

ました。 

ただ、おっしゃられることも踏まえますと、逆にひらがなの「みどり」のところに樹

木や草花の漢字の「緑」も入れる方向で検討します。 
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委員Ａ ここで定義づける意味はないと思います。 

事務局 本編では特に漢字の「緑」を使っているところはありません。そのため、一般的にひ

らがなの「みどり」が多く使われる中で、漢字とのすみわけという意味で、ひらがな

の「みどり」の説明文の中で漢字の「緑」を説明し、ひらがなの「みどり」を広く定

義づけをさせていただく形の説明書きを検討したいと思います。 

委員Ｂ 表紙の写真の裏に出典先が書かれていてとても良いと思いますが、せっかく草津の景

観百景とか書いてあるので、例えば季節若しくはこの写真が何月撮影なのかを書くと

より親しみを持てていいのではないかと思います。 

事務局 ご意見をいただいたので、季節等を入れさせていただきたいと思います。 

高橋 

委員長 

そのほかはいかがでしょうか。 

私の方から、非常に些末なことですが、たび丸くんの写真は募集した際の画像を使っ

ていると思いますけれども、たび丸くんがガーデニングをしているときの画像を作る

ことは難しいでしょうか。 

事務局 現在、たび丸くんのイラスト案というのが何パターンかございます。その中でガーデ

ニングをしているたび丸くんの画像が現在ない状況なので、作ることが可能か担当課

の方と協議しております。前向きの返事をもらっていますので、最終的にはおっしゃ

られたようなイラストに改めさせていただければと思っております。 

高橋 

委員長 

多くの市民の楽しみとして、インスタ映えといって写真を撮ったりすることが多いの

でしょうけれども、やはりガーデニングなど自分の手を動かすことがいいと思いま

す。ぜひたび丸くんは著作権で問題なければ、もう少しみどりの基本計画に即したよ

うなイラストでお願いできたらと思います。 

それと、ＳＤＧｓを結びつけていますが、「つくる」のところで私の研究内容を使っ

ていただく形になっていますけれども、６２ページの「つかう」のところのＳＤＧｓ

のゴールが１１と１７になっています。担当部署の計画の関係で、ゴールが１１と１

７になるというのは分かるのですが、健幸ということを考えると、ＳＤＧｓのゴール

３の「すべての人に健康と福祉を」を入れて、色んな分野を横断して考えるんだとい

う意味にした方がいいのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

事務局 ＳＤＧｓのゴール３について、再度検討してまいります。 

高橋 

委員長 

ありがとうございます。その他どうでしょうか。 

委員Ｃ 表紙の裏面について、草津駅とかだとパッと見たらわかりやすいのですけれども、牟

礼山とかだとどこかなという感じがあるので、どこらへんにあるのかが分かるような

説明があるといいと思います。 

事務局 説明を加えるなど修正いたします。 

高橋 

委員長 

そのほかはいかがでしょうか。前回の議事録も丁寧につけていただいて、話題になっ

た街路樹の管理についても入れていただいてよかったと思います。行政計画なので、

あのときの議論がここから想像できるかというと想像できないこともあるかと思い

ますけれども、しっかり入れていただいたので、今後につないでいただけたらと思い

ます。 

委員Ａ ４８ページと５０ページに書いてあるエコロジカルネットワークについて、琵琶湖と

丘陵地を結ぶのが河川だけだと思いますが、結びつける形になるのでしょうか。例え
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ば丘陵地と湖岸部を結ぶのに草津川を結ぶという形ですけど、具体的に草津川の上流

部といったら、そこにいろんなものができており琵琶湖の方から上に上がれないので

はないですか。上から下がってくるだけですし。どうしてもこういう形でネットワー

クを作らないとだめなのかという気はしますが、物理的に無理ではないかと思いま

す。鳥くらいなら飛んでいきますが、陸地をつたって自由に動いたらいい、移動の自

由を確保するみたいに書いていますが、本当にこのように生物が移動するのでしょう

か。 

事務局 野生動物の移動とか４９ページの上部にエコロジカルネットワークの説明書きの中

に、野生動物の移動とあります。コアエリアを連結させる考え方のところがあるので

すが、委員がおっしゃっていただいたように、コンクリート構造物がありまして、移

動しにくい環境です。また、堰が色んな所にございますので、そういうところや丘陵

地のところにつきましても、いただいたご意見については検討をさせていただきたい

と思います。 

委員Ａ ゾーンごとに生物が移動できる環境を整えていけばよいのであって、むりやり結びつ

ける必要がないのではと思いました。 

高橋 

委員長 

草津市のレベルで言えるかはわかりませんが、やはり種を保全するためにはある程度

の規模がないとダメだということで、結びつけるという理屈を作っていると思われま

す。魚も必ずしもどの程度登るかはわかりませんが、ヨシノボリなどある程度上れる

種類もいると思うので、全く登れないということではないと思います。それと、魚道

とかそりとか魚のゆりかご水田とかなど、人間側も対応によっては活かしていくこと

は可能かとは思いますが、現実にそれがどの程度活きているかはおっしゃる通り、理

想通りうまく魚が登る状況を見ることができるかはわからないかなと思いました。 

事務局 もう一度エコロジカルネットワークの設定も確認して、特に丘陵地のところまで行く

のかは検討させていただきたいと思います。 

高橋 

委員長 

そのほかはいかがでしょうか。 

委員Ｄ 草津市の緑の現況とありますが、緑地として田んぼとか公園はカウントされているの

は分かるのですが、民間の庭や企業の建物の屋上の緑化などそういうところがカウン

トされていないと思います。日本は建ぺい率が高く、海外と比べると土地が狭いです。

例えば、アメリカは、だだっ広い土地にポツンと家を建てて、周りは芝生とかみどり

があると思います。一方、日本はみどりなどが少ないと思うのですが、民地の庭とか

みどりはあると思います。ガーデンシティくさつみたいに民間人の意欲が上がれば、

民地のみどりは増えると思いますが、このなかでは行政的なものだけを考えていくの

か、民地を取り込んで、みどりを増やしていくのかという定義もないので、民地側を

どう取り入れていくかも考えていく必要があると思います。 

高橋 

委員長 

これは緑被率をどう測定しているかによりますね。 

委員Ｄ 例えば、航空写真で民地のみどりがどれだけあるかをカウントしてもいいのではと思

います。 

事務局 緑被地の設定ですが、航空写真を用いて測りました。前回のところからどれだけ緑被
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地が減ったということを今回計画（案）に示させていただいています。 

平成２２年策定の計画も航空写真で測っています。誤差もありまして６ｍから１０ｍ

四方よりも小さい箇所については判別がしにくいところがあります。 

団地開発のところにつきましてはもちろん減ったというのは分かりますが、個人のお

宅の小さい庭はカウントできないというのが実情でございます。 

高橋 

委員長 

理想的にはもっとカウントして、個人の努力も分かるようにした方がよいのではない

かということですよね。なかなかそこは現実的ではないということなのでしょうか。 

事務局 今回、平成２２年策定時の緑被地をベースにしながら調査をしているところもありま

して、６ｍから１０ｍ四方で判別する以上の精度での調査が難しいというのが現状で

す。そのため、第３次草津市みどりの基本計画策定以後、次回の計画改定に向けて、

緑被地をどのようにとらえていくかは今後の課題になってくると考えております。 

委員Ⅾ 細かいところは難しいと思うのですが、分類分けとして、ここは農地での緑とか市街

地での緑とか分類分けができれば、その分類で増減があったときに、例えば田んぼで

も開発が進めば減っていくのは分かりますよね。でも住宅の開発があったときに住宅

の部分の緑は増えていくと思います。その増減関係が明らかになればいいのではない

かと思いますけど。 

事務局 今、おっしゃっていただいたように、みどりの位置づけというのは農地と市街地では

全然違うというのを実際のガーデンシティを進める上でいきますと、まちなかでのみ

どりをどのように増やして、皆さんが暮らしているなかでみどりをどのように感じて

もらうという視点が大事だと思います。そのため、ご意見をいただいているように、

個人の家の玄関で花々を植えるとか、地域のボランティアが街路樹の植え込みのとこ

ろで緑化に取り組むとかなど、人が歩いている空間で感じられるみどりをどれだけ広

げていけるのかというのは大切な視点と考えてまして、数値目標を作ることが皆さん

にお示しする上で一番わかりやすいのかもしれません。１０ページの都市緑地法など

で定められた数字のカウントの仕方ということで、数値目標におしゃっていただいた

内容を取り入れることは難しいのですが、実際に今後ガーデンシティを進める上で

は、そういう視点で何らかの個別の施策の上で、進捗管理の面積的な指標を基に、政

策の達成度を検証するようなことに関しては今後部内でも検討していきたいと思い

ます。 

高橋 

委員長 

分類分けだけであれば、そんなに難しいこともないと思います。アンケートもこれだ

け大規模にやって満足度も累計ごとにやっているので、参考にしながらやっていった

らいいのではないかと思います。 

そのほかはいかがでしょうか。 

今回はみどりをつかうということでガーデニングの活動とか管理の活動を市民が参

加して一緒に進めていこうということが一つのメインの話になっておりますが、今

後、管理活動とかで参加してもらうという視点から何かございますでしょうか。 

委員Ｅ 私たちは街路樹に関わっています。以前ニュースで、イチョウの葉っぱは散らかるか

ら大変だということで、なぜイチョウの木を植えたかという説明書きで説明したとい

う取り組みを報道していました。イチョウの木は火事の予防になるそうですね。それ

と臭いがきついので動物除けにもなっていて、イチョウの木は役に立っているという

ことをニュースで見て、私たちもイチョウの木を大切にしていかないといけないなと
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いうところを勉強させていただきました。イチョウの木は、清掃で落ち葉を取ればと

るほど散らかるのですが、イチョウを大切にしていこうという意識になったというこ

とが大変良かったなと思いました。 

高橋 

委員長 

人は木がそこまで役に立っているというところまで考えが及ばないので、知らせても

らえたら単に葉っぱが迷惑になるということもなくなるのではないかなと思いまし

た。それをどうやって伝えるかは看板を使えばいいかは分かりませんが、伝えていく

ことも管理活動の一部なのかなと思いました。 

委員Ｆ 田んぼが開発されて、宅地になっていくということで、何㎡の家が建ったところにど

れだけの樹木を植えるかということは分からないのですが、昔は決まっていたように

聞いていました。今は町内に新しい家を建てるともうガーデニングというよりはプラ

ンターで植えるくらいで、木を植えないでくださいという子どももいると親御さんが

おっしゃっていました。お宮さんにしても周囲の建物が建ってきて、ものすごく明る

くなったなと思ったら木を伐採していますし、増やすというよりは減らす方が多いの

ではと思います。委員として関わってから草津市の現状を知り、だんだん増えるとい

うよりもなくなっているのだなと思い、田んぼもやはりほとんどなくなって、住宅に

なっていますし、増やすということが難しいなと思いながら、考えております。 

高橋 

委員長 

ある意味大きな問題だと思います。 

必ずしもみどりはありがたいことばかりではなくて、葉っぱは落ちるし、管理責任は

生じるし、マイナスのこともあるとは思うのですが、それをどうするかということは

数十分の話し合いでは結論がでないと思います。他に何か意見はございますでしょう

か。 

委員Ｇ 第３次草津市みどりの基本計画の表紙にも書いてありますが、ガーデンシティくさつ

ということが大きな目玉になると思います。その中で、７１～７４ページがみどりを

“つくり”、“つかう”となっています。施策の目標として新しいマネジメントをする

ことによって、ガーデンシティくさつの実現可能性をかなり高めるんだというような

ことを入れたほうがいいのではないでしょうか。単にみどりをつかうでは技法だけに

なってしまうので、基本計画の大きな考え方として、草津がガーデンシティになるん

だということの一番重要なポイントは７１～７４ページに出ているのではないかと

思いますので、単なる手法があるという紹介だけでなく、草津は人口が増え、かつ市

街地のみどりは少ないので、こういう技法を使ってガーデンシティくさつを実現する

んだという意欲と意志を入れたほうがいいのではないかと思います。 

高橋 

委員長 

どのような修正ができるか、事務局は何か考えておられるでしょうか。 

事務局 今、基本方針の施策がその前に入りまして、６９ページから施策を進めるにあたって

という説明をお示ししております。７１ページで、どのような施策で増やしていくか

ということを明記させていただいているところで問題点、解決すべき点を挙げさせて

いただいた上で７２ページ以降にその内容をお示ししております。 

高橋 

委員長 

７１ページの書き方というのが現実的であって、それに対処しなくてはならないとい

うのが草津市の大きな課題だろうという感じがしますが、市民目線で言うと、これが

現実なのですが、夢がないといいますか、今後このようなビジョンがあるからこうい

うことをするんですというようなニュアンスの記載があった方が市民としてはうれ
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しくなるという印象を持ちました。 

事務局 そのような部分は今の７２ページに記載しておりますが、おっしゃっていただいたよ

うなニュアンスになっていないと思いますので、７２ページに補足することを検討し

てみます。 

高橋 

委員長 

ありがとうございます。 

本当に些末な点ですけれど、７２ページの大阪のてんしばは施設が新しくできたイメ

ージで、ここで市民がどういう風に使うのかというイメージが湧かないなと思いまし

た。これがすべてではないですが、意志と意欲を強調された方がいいのかなと思いま

した。 

そのほかはいかがでしょうか。 

委員Ｄ ７ページのＳＤＧｓに基づいたということはとても良いことだと思います。ただ、Ｓ

ＤＧｓは社会的に地位が確立されていません。これから伸びるとは思うんですが、“つ

くる”とか“つかう”で載せておられることは、とても良いことだと思います。これ

からもっと伸びることであれば、表舞台にもっと上げてもいいのではないかと思いま

す。さきほど街路樹の世話とか続けていくのに問題があると思い、持続可能な方にい

くにはどうすればいいかという問題があると思います。 

高橋 

委員長 

ありがとうございます。 

３９ページの方にアンケート結果の反映というところですが、自由回答で得られた多

くの具体的な意見に配慮した施策の検討が求められますということでしたが、自由回

答自体のまとめというのはどこに掲載されるのでしょうか。 

事務局 自由回答のとりまとめは現在整理されていませんが、参考資料をつけていきますが、

そちらに資料として載せさせていただくことになると思います。関係各課への意見も

ございますので、参考資料として掲載し、広めさせていただこうと思っています。 

高橋 

委員長 

ありがとうございます。参考資料の方に入るということですね。 

また細かいところですが、５２ページの基本方針の中の８番目に「琵琶湖ともに自然

景観を守る」とあります。なんでもひらがなにすればいいというわけではないですが、

これだけ漢字なのでひらがなにした方がいいと思いました。 

事前に資料が送られていて、今回改めて事務局の方から説明をいただいて、見直しを

していただきました。 

現段階では意見は出し尽くしたかなと思いますので、これで基本計画（案）の議事は

終了しようと思います。 

 

３ その他 

事務局 またお気づきの点がございましたら事務局までご連絡ください。 

次回の日程につきまして調整させていただきたいと思います。 

スケジュールをお配りしたと思いますが、次が３月のパブリックコメントの原案を審

議していただくことになります。その後、パブリックコメントを実施し、来年度の６

月の計画策定と答申という流れになっております。 

次の第５回委員会開催の候補日としましては、３月１日から５日で考えております。

来ることができない日程があれば手を挙げていただきたいと思います。今のところ、

３月２日の火曜日を候補日として予定させていただきたいと思います。時間や場所に

つきましては、また改めて連絡します。 
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また、議事録をお渡しさせてもらいましたが、その中で皆様のご意見を載せておりま

す。分かりにくい点や修正したほうがいい点がございましたら事務局までご連絡くだ

さい。何もないようであれば、このままインターネットにも議事録を掲載することに

なりますのでお願いします。 

最後に、草津ほほえみの会の中村登美子様が、長年の活動を評価されて、環境省の地

域環境美化功績者表彰という名誉を受けられたということをご報告いたします。事務

局の不手際で十分な説明ができなかったのですが、今回ご紹介いたします。おめでと

うございます。 

 

４ 閉会 


