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第３回草津市緑の基本計画策定委員会 議事録 

 

 
日 時 令和２年１０月２９日（木）10：00～ 12：00 

場 所 草津市役所さわやか保健センター 視聴覚室 

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、藤田克枝（委員定数１０名中７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７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、本委員会について公開した結果、定刻におい

て傍聴者が１名おられることを報告する。 

 

２ 第３次みどりの基本計画検討案について 

資料１ 第３次みどりの基本計画検討案 

高橋 

委員長 

それでは資料 1 の説明用にまとめていただいた第３次草津市みどりの基本計画検討案概

要説明資料に基づいて、事務局より説明をお願いします。 

事務局 概要説明資料について説明いたします。 ≪概要説明資料の説明≫ 

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Ａ 資料１の２ページの３行目「市民や地域団体、事業所、行政」、４０ページでは基本

理念の「つくる」の部分が「市民、事業者、行政」、６９ページには「商工関係団体」、

７０ページの８行目は「事業者」という表記になっているので、表記を統一してほし

いです。 

高橋 

委員長 

表記については色々な資料から抜粋しているようなので、表現を変えられない箇所も

あるとは思いますが、できる限り表現の統一していただけたらと思います。 

高橋 

委員長 

基本理念における「つかう」という表現に違和感がありました。「市民によるガーデ

ニング活動の輪を広げる」という項目が「つかう」に含まれており、ふさわしくない

ように感じました。 

そのため、「つかう」という表現から「いかす」という表現に変えるのはいかがでし

ょうか。 

事務局 

（部長） 

過去のみどりの基本計画は「つくる」「そだてる」「まもる」で基本理念を定めました。 

その際は行政目線から市民の活動を育てるという意味で「そだてる」という表現を使

いました。 

しかし、現在は自ら活動しているＮＰＯや団体も多いです。今は公園の使い方やみど

りの使い方に課題があり、どのように行政が空間を使うのかという視点が大事なので

はないかという意味で「そだてる」ではなく、一つ段階を上げた意味合いの「つかう」
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の視点が必要だと思い、「つかう」という表現に変更しました。 

表現については各委員の意見も尊重しながら検討しようと思っています。 

委員Ｂ 私たちは３０年近く行政に頼らず、自ら緑の管理を行っています。 

私としては「そだてる」言葉の方が温かみを感じますし、「つかう」だとわかりにく

いかなと思います。 

アンケートの結果で「活動したい」という意見はあったのでしょうか。名前は言われ

なかったですが、７０代の方で活動内容を教えてほしいということを電話で聞かれた

ことがあります。 

事務局 

（部長） 

コミュニティ事業団でも「ほほえみの会」のような市民活動団体の紹介をさせてもら

っています。もしかしたらそれで興味を持った方からの問い合わせがあったのかもし

れません。既存の団体が新たな団体の立ち上げに参画していただきたいと思っていま

すので、そのような機会が増えることを望んでいます。 

高橋 

委員長 

もしかしたらアンケートを見て、問い合わせをされたのかもしれません。 

他に何かご意見はございますか。 

委員Ｃ 活動についての問い合わせがあると嬉しいですが、高齢者ばかりの状況です。 

私も「つかう」より「そだてる」の方がいいように感じます。 

高橋 

委員長 

他には何かご意見はございますか。 

委員Ｄ 最後の１９ページに記載してある進行管理のイメージについてですが、構想、計画と

実践は同時並行に行うのでしょうか。 

事務局 第６次草津市総合計画の基本構想については１２年間同じ内容であり、基本計画につ

いては４年ごとに見直しを行う予定です。 

第６次草津市総合計画は日本でいうと憲法のような位置づけであります。憲法の下に

は法律があり、ここで言う第３次草津市みどりの基本計画にあたります。草刈りや道

路事業、子育てなどすべての要素が総合計画に包括されており、結びつく事業が基本

構想に位置づけされています。そして事業を毎年単年度ごとに予算をつくり、実践し

ています。その後、事業を行った結果の指標を作成し、総合計画のビジョンに近づい

ているか確認します。ビジョンに近づいていなければ次の４年間については事業の見

直しを行い、新たに４年間の事業の計画を作成します。つまり、４年ごとに効果を検

証しています。 

みどりの基本計画においても総合計画に位置づけられているので、総合計画の見直し

を行う際にみどりの基本計画も見直していきます。 

委員Ｄ 南草津に住んでいますが、２０年前は山の方からウグイスが飛んできましたが、現在

は飛んできません。ウグイスは木を渡って、飛んでくると思うのですが、今まであっ

た林や森が急激な宅地造成によってなくなったためだと思います。 

住宅地を造成するにしても区画が狭く、木が１本もないような家もあります。しかし、

桜ヶ丘のようなところでは家を建築する際に緑を設けることが始めから条件となっ

ていたようです。行政の方から住民個々に家を作るときに条件を設けて緑を増やすな

どの働きかけはできないのでしょうか。 

公園は緑が多く、アンケートでも評価が高かったようですが、プラタナスやケヤキな

どの街路樹は本来の木の樹形とは全く異なり、貧相に見えます。海外では大きい樹木
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が幹線道路に植えてあり、緑を感じられますが、草津では感じられません。 

日本は電柱があるので仕方がないのかもしれませんが、国道１号は地中に埋めたの

に、街路樹が１本もありません。 

電柱があるなら、ハナミズキやケヤキのような大木を植える理由が分かりません。 

街路樹を見て、いつも残念に感じるので、身近な緑を大切にしてほしいです。 

事務局 

（副部長） 

樹木が成長すると落ち葉が増えるケースや、通行の妨げになるケースが多く、ハナミ

ズキのような手のかからない樹木を選んだと思います。 

しかし、派手な街路樹を植えてしまったが故に強剪定するケースが増えてしまってい

ます。また、植樹してから時間が経つと倒木する恐れもあります。 

道路に緑を設けると、管理する上で問題が発生しやすいので、今後１０年、２０年で

樹種を変えるという方法も検討しています。 

委員Ｄ 海外に行くと幹線道路に大きな樹木があってきれいに感じます。 

日本人と海外の人の緑に対する考え方も違うのではないでしょうか。 

そのため、子どもが小さいころから緑に対する教育をしていく必要もあると思いま

す。 

事務局 

（副部長） 

幹線道路には緑地帯を作り、歩道があるのが理想ではありますが、日本はスペースの

関係上、植樹帯が狭くなっています。植樹してから大分時間が経過しているので、緑

化の在り方も検討していこうと思っています。 

検討していることとしては、例えば土地区画整理事業で開発する際に、緑化率の基準

を設け、街なみを守っていこうというものがあります。また、施策を定めることや開

発業者と連携することも検討しています。 

高橋 

委員長 

先ほどあったような住宅や街路樹、みどりの教育に関する話をいかにみどりの基本計

画に反映できるかを考えていかなければならないと思っています。これらは現在みど

りの基本計画でカバーできているのでしょうか。 

事務局 住宅開発に関しては「つかう」の基本方針の１３に含まれています。 

現在でも開発する際には３％以上の緑地を設ける等の制限はかけています。 

個人で開発する際も緑化に努めてほしいと指導等は行っています。 

ただ今のところは啓発レベルでしかできていません。 

高橋 

委員長 

先ほどＤ委員のおっしゃっていた桜ヶ丘はいい例だと思います。 

緑被率や景観を守るということはできているかもしれないが、生物多様性という観点

ではまだもう一歩進める必要があると思います。 

委員Ｂ 街路樹のところに花を植えるなどの活動をさせてもらっています。 

Ｄ委員が言われたように下笠線には大きなイチョウの木が昭和５０年くらいに植え

られたと思いますが、維持費等の理由で反対されたことがあります。確かにイチョウ

の木は落ち葉が多く、清掃が大変です。私たちも来月から清掃を行いますが、住宅地

に多くの落ち葉が散らかり、大変です。この３０年の間にイチョウの落ち葉で困って

いるという声をよく聞きました。 

問題のある木はすぐ道路課の方に連絡して、伐採すべきところは行政の方に対応して

もらっています。 

高橋 

委員長 

そのような問題があるのであれば、できるだけ計画に反映させていく必要があると思

います。 
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事務局 基本方針３の「水とみどりのネットワークをつくる」に関しては、上位計画の総合計

画でも琵琶湖ネットさんが活動している草津川を水の軸として位置づけ、狼川、葉山

川をＤ委員がおっしゃられたように、生物の移動空間としています。 

今回、緑をひらがなにしているのも生物多様性に配慮した緑空間ということで、水の

空間を大切に守っていくという方針を総合計画で位置づけています。そのような空間

で動物の移動にも対応しています。ただ、町中は土地所有者の意向によって大きく変

わってきます。行政としては適切な開発指導や必要最低限度のルールを守っていただ

くようにしていきます。 

桜ヶ丘や若草地区は緑地協定等を前提としたまちづくりをされてきました。現状、地

域も住民の方々が高齢化し、空き家が増えてきており、ボランティアで管理されてい

るケースもあります。継続して空間を守っていくということはなかなか難しいのが現

状です。日本は持ち家が主流であり、ヨーロッパのように住み替えることがなかなか

普及しておらず、次の世代の人に家を託すということも難しい状況です。 

子育て世代は子どもを育てているときは公園をよく利用しますが、子どもが家を出

て、親世代が高齢者になると公園に行かず、関心が向かなくなり、アンケートをとっ

ても身近な公園が分からないというケースが多いです。 

そのため、市民の方に「つかう」ことを意識してもらうために基本方針を「つかう」

という言葉にしました。「つかう」ことで行政にフィードバックをしてもらえること

ができると考えています。「そだてる」という文言は行政から住民に一方的に働きか

けるイメージがあるため、「そだてる」より「つかう」がよいと考えています。 

委員Ｅ 「そだてる」、「つかう」より「いかす」のほうがよいと思います。また花とみどりの

まちなみをつくっていく必要があると思いました。義理の母はガーデニングが好きだ

ったのですが、行政が「くさつ」と書いたプランターを配っていた記憶があります。 

どういう経緯で配られていたのかを知りたいです。 

事務局 数十年前に廃棄物で作ったプラスチックのプランターを配布したことがあり、その時

のものかと思います。 

委員Ｅ 当時は灰色のプランターでしたが、時間が経ち、だいぶ劣化してしまいました。もっ

と色鮮やかなプランターを希望者に配布する等の制度があれば、家庭でのガーデニン

グが広まると思います。 

委員Ｆ 公園であるからと言って、必ずしも緑地ではないはずです。緑被率を条例等で定めて

ほしいと考えています。開発業者がまちを開発して一個のまちをつくると、緑地を利

用するのは、その町内の人だけになってしまいます。 

草津川跡地公園が今後整備されると思いますが、新たに緑地を利用したいのであれ

ば、そうした大規模公園を利用してもらった方がよいと思います。例えば、野村公園

だとアリーナ、駐車場があると思いますが、堤防付近以外は緑が全くありません。 

私は年間 10haくらいの田んぼの開発許可を出しているため、これからも年間 10haく

らいの農地が減っていくことが考えられます。農業振興地域は農地が減りませんの

で、残るとは思いますが、みどりとしてカウントしていいのかが疑問です。特に北山

田あたりはビニールハウス群であり、景観的にみどりには見えないと思います。 

人口が増えている草津市では都市化が進めば進むほど、みどりは減っていくと思いま

す。 
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事務局 委員がおっしゃったように、公園、田んぼをみどりとみなしていいのかということに

関しては、都市緑地法で全国的にどう扱っているのかということを踏まえて確認いた

します。建物でも公園内の制限は敷地の中で通常建ぺい率２％以内ということで決ま

っています。 

実際に市民が活動するのであれば、トイレや会議室、倉庫等が必要となってきて、建

物が作れないというような活動を抑制するような制限が多くあります。 

公園の役割は地域のコミュニティを醸成し、防災拠点となりうることがあると考えて

いますので、コミュニティに必要な建物を作れるような多様な使い方ができるように

していきたいと考えています。市民のニーズも時代の変化に伴い、公園のつかい方が

変わってきているように思います。 

農地の問題については、みどりに関係するため計画で位置づけていますが、みどりの

基本計画ではなく、農業振興計画等でしっかりと守っていき、食糧自給率等の問題に

も対応していくべきだと考えています。 

道路空間の街路樹も大切なみどりとして行政は位置づけていますが、道路をつくると

きに街路樹の樹種も流行があります。イチョウ並木は、大阪御堂筋の街路樹を全国で

模倣したという経緯があります。今後は各自治体で地域の特色をだすというのが国の

方針であり、本市の目指すべきところであります。 

今後は、いただいている意見も考慮しながら計画に反映していきたいと考えていま

す。 

委員Ａ 公園の活性化に関する協議会を作って色々と議論を重ねていますが、これから作るも

のに関しても、みなで話し合いができる協議会があればいいなと思っております。例

えば、今の河川に関しては、自然の保全に取り組むといったことや、道路関係ではバ

イパス道路をつくる時には、いろいろな協議会があり、話し合いをしようといった話

も出ています。 

街路樹を植樹する時には、公害に強く、やせ地でも成長する樹種を選定しているので、

だいたい樹種が固定化されてきます。 

日本の道路は幅員が狭く、街路樹が車道に近い所に設置されており、車が通る部分は

位置に制限が設けられているので、４．５ｍくらいまでは剪定しないといけないこと

になっているので、一般の人には強剪定しているように見えるかもしれません。 

緑を「つかう」ということをまちづくり協議会が中心となって進めていくことになる

と思いますが、指定管理ではありませんが、町内会で管理している公園の管理費用を

補助金等でもっと支援してほしいです。 

高橋 

委員長 

基本方針を「つかう」、「そだてる」、「いかす」の案がありますがどれにしますか。 

委 員 ( 不

明) 

「いかす」がひらがなだと「活かす」なのか「生かす」なのかがわからないと思いま

す。 

事務局 事務局としてはひらがなで３文字の方が他の基本方針と統一感があり、語呂が良いと

思います。 

高橋 

委員長 

基本方針は案と変わらず、「つかう」ということでよろしいでしょうか。 

一同 異議なし。 
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３ 将来像のキャッチフレーズ案について 

資料２ 将来像のキャッチフレーズ（複数案） 

高橋 

委員長 

それではキャッチフレーズ案について事務局より説明をお願いします。 

事務局 キャッチフレーズ案について説明します。≪資料２の説明≫ 

高橋 

委員長 

「ガーデンシティ」という文言が入っていた方がよいと思います。 

事務局 それでは案を一つひとつ読み上げます。 

高橋 

委員長 

「つくる」「つかう」「まもる」は基本理念にも含まれているため、キャッチフレーズ

に入れると被ってしまうので繰り返さなくてもいいと思います。 

委員Ｄ キャッチフレーズ案の文章の一部を変更することも可能でしょうか。 

事務局 可能です。 

委員Ｄ ⑩の１文目はすごく良いと思いますが、2文目の「交感」の意味が伝わりにくいと思

いました。「織りなす」等の違う文言に変更した方がよいと思います。 

委員Ｃ ②が琵琶湖の豊かな自然や生態系を表現できており、良いと思います。 

また文末に「ガーデンシティくさつ」の文言を加筆すると良いと思います。 

委員Ｆ ⑧であれば短くてわかりやすいと思います。 

⑩であればみどりという言葉が３回も使われており、①と②は文章が長いと思いま

す。 

⑤に関しては「瑞穂の里」という文言が草津市民にはピンとこないと思います。 

委員Ｅ 「健幸都市」という文言は堅いイメージがあります。 

①と②と⑥がよいと思います。 

委員Ａ ⑦を「みどりをつくり つかい まもろう  ～みんなのガーデンシティくさつ～」

に変更すればよくなると思います。 

高橋 

委員長 

委員が推しているのが①、②、⑥、⑦、⑧、⑩になります。 

市長にも判断してもらうのでしょうか。 

事務局 市長にもお伺い立てする予定です。 

高橋 

委員長 

ではこの６案で進めていきます。 

 

４ その他 

資料３ 「森林との関わりは主観的幸福度にどんな影響をあたえるのか？」 

高橋 

委員長 

それでは次第４のその他について事務局より説明をお願いします。 

事務局 高橋委員長は森林が人間にどのような影響を与えるのかということを研究されてい

るので、委員長より研究内容を紹介していただけますでしょうか。 

高橋 

委員長 

参考資料について説明します。 

≪資料３の説明≫ 

事務局 次回の委員会の日程についてですが、１１月の３０日、１２月の１日、２日ではど

うでしょうか。 
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委員長 （出席委員と調整の結果、）１２月１日、１２月２日で調整させていただきます。 

委員会の議事は以上になります。 

次回の委員会の日程が決まりしだい改めて連絡します。 

 

５ 閉会 

 


