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参考資料 

  



－参考1－ 

１．パブリックコメント（意見募集）の意見要旨と対応 

実施期間：平成１８年１１月１５日から１１月３０日まで 

意見者数：９名 

類型 意見 対応 

・「歴史的資源の活用」「歴史の径ネット

ワーク」といった「歴史・文化・健康

の径ネットワークを形成します」の項

目について、重点的に取り組んで欲し

い。 

●基本的な施策の一つとして重要であり、緑の

基本計画の基本方針、重要な施策として捉え

ています。例えば「歴史文化と出会う緑地ゾ

ーン」における「朝堂院公園の整備」や、特

別緑地保全地区に指定予定のはり湖池周辺に

おける散策道の整備等を計画しています。 

・竹やぶを切り開いた住宅造成が進んで

いるが、これは「緑地を保全・創出」

に反していると感じられ、市民の関心

・理解を得るためにも「市行政は緑地

を保全・創出しようとしていた」とい

うことを、もっと積極的に市民に広報

するべき。 

・市民にとっては長期の展望よりも、目

の前の行動・実践目標設定がわかりや

すく、具体的に何をしようとしている

のかを市民に示すべきである。 

●今回のパブリックコメントの実施や緑の基

本計画書および概要版の公表によって、市

民に対する計画の周知をはじめ、緑の保全

に関する行政側からの情報は適宜市民にわ

かりやすく広報するよう努めます。 

●ご意見を参考にして、緑地の確保、緑化の

目標設定を掲げました。また、市民にわか

りやすい目標設定として緑に対する満足度

を掲げているほか、市民協働の緑づくりに

おける顕彰制度の創設など、市民の活動の

励みになるソフト事業を盛り込みました。 

総論 

・良いまちとは、住民が自分たちのまち

をかけがえのないものと思えるような

場所を指すと考える。これからのまち

づくりは、日々の暮らし・生活・文化

・歴史を大切にする「まちまもり」で

あるべきであり、残っている大切なも

のをみんなで理解し、それを守り伝え

ることが、子どもたちのため、そして

将来に素晴らしい財産を残すことにな

り、地域文化や人の育成にもつながる

と思う。 

●基本理念の部分に、指摘のあったいくつか

のキーワードを盛り込みました。 

●基本方針で、歴史・文化に資する緑の保全

・活用について方針を示しているほか、｢歴

史と緑の散策路の径ネットワーク構想｣を打

ち出し、その形成に向けての施策提案をし

ています。 

●この事業による資源の掘り起こしや活用方

策をさらに充実する方向で検討を加えま

す。 

・西ノ岡丘陵の私有地の開発、宅地化が

ますます進むことが予想されることか

ら、緑の保全を図るため、開発の制限

をかけられる条例をつくる必要があ

る。 

●西ノ岡丘陵の緑の保全については、本計画

の主要課題として位置づけており、「地域特

性を活かした緑地の配置」の中で、自然と

のふれあいの場となる緑地ゾーンの区域を

示し、保全の考え方を示しています。 

●とくに、風致地区の指定区域拡大などの手

法を検討しています。 

保全 ・竹やぶや田畑などが相続税対策のため

に売られたり、物納されることに対し

て対策をたてることが必要である（市

民や行政、当事者など、どう負担して

いくか議論が必要）。 

●地権者をはじめ、行政、市民、各種市民団

体、ボランティアなどの多様な立場から、

丘陵の緑の保全･活用という観点での共通目

標の設定をおこなうとともに、役割りの明

確化、保有する技術・能力の活用と連携な

ど、緑の保全を推進するための総合的な取

り組み体制づくりを検討することを盛り込

みました。 



－参考2－ 

類型 意見 対応 

・長岡京跡だけでなく、市北端に現在も

残されている、室町・戦国時代の土豪

の居館として存続した「物集女城」の

遺構について、重点的に計画の中でと

りあげていただきたい。 

●「物集女城」の遺構等の歴史資源は、緑の

拠点の一つとして、本計画の「歴史と緑の

散策の径ネットワーク構想」に位置づけて

います。 

保全 ・市民意向調査から、自然が身近にある

向日市を望んでいることや、緑が少な

くなっていると感じており、緑を守る

努力をしてほしいと思っていることが

よくわかることから、その思いを活か

し、良い条例を作ってほしい。 

●身近な緑地の保全については、本計画でも

その重要性を掲げていますが、具体的には

各種の緑地保全制度や現在策定中の（仮

称）まちづくり条例等で、対応を検討しま

す。 

 

・上植野町北小路の市営住宅２棟のうち

の１棟を、もし可能であればなくし

て、もっと広い公園としてはどうか。

あの場所は、上植野城の城郭があった

場所なので、「上植野城公園」などに

改めて、今後、保存に努めるべきであ

る。西向日公園以南には大きな公園が

ないので、その面からも強く要望した

い。 

●「上植野城」は向日市史に記述されており

ますが、その場所については確定されてお

りません。 

●公園の拡張等については、周辺地域の公園

整備状況等を勘案するなど、総合的な観点

から検討し、対応することとします。 

 

整備 

・競輪場を広大な緑地と考え、府と交渉

のうえ廃止に漕ぎつけてほしい。競輪

場は市の中央部にあり、この場所が緑

の公園となれば、諸問題が解消し、さ

らに町の品位を取り戻し、誰もが胸を

張って故郷と言えるのではないか。 

●本計画では、今後の計画見直しなどの節目

で、施設の動向を見極めて、計画への対応

を検討していきます。 

●当面は、公共公益施設の緑化の実施のほ

か、大規模施設での緑地の確保や緑化を促

進することで対応します。 

保全 

整備 

・以下の項目について、整備し、基本計

画で取り上げていただきたい。 

○長岡京跡 

○向日丘陵の古墳と竹の径、はり湖池

○向日神社とその周辺 

○物集女城跡と寺戸川 

○桜の径と西向日住宅地 

○市内にある多くの寺院 

●提案されている緑地のほとんどは、既に緑

の基本計画の中に取り上げています。 

 

・集合住宅の建設の際、必ずその面積に

応じた何％かのグリーンスペースを設

けることを義務づけるべきである。 

●マンション等の大規模集合住宅等のグリー

ンスペースについては、現在策定中の（仮

称）まちづくり条例や京都府地球温暖化対

策条例により対応することとしています。 

・公的な場所では、プランターや花壇で

なく、できるならば高木を植樹する事

が望ましい。 

●本計画で掲げています公共公益施設の15％

緑化目標や、公園の50％緑化目標を推進す

る際の植栽として、高木や中低木をバラン

スよく配置した植栽とします。 

・市内に点在する府もしくは市の所有す

る小面積の土地について、場所を再確

認のうえ植樹してはどうか。 

●指摘されているような土地においては、可

能なかぎり公的空間としての緑化スポット

の確保や植栽を検討します。 

 

 

 

 

 

 

緑化 

 

 

 

 

 

 

 

・個人住宅建設の際には、事情の許すか

ぎり、ブロック塀でなく、生け垣の奨

励をしてほしい。 

●本計画における民有地（住宅地）緑化のな

かで、生け垣の奨励を提示しています。 



－参考3－ 

類型 意見 対応 

・畑のど真ん中に花を植えるのではな

く、道行く人々、ドライバーの目と心

を休ませるため、できれば地主の方に

依頼し理解を得て、道路沿いの場に咲

かせてほしい。 

●これまでから休耕されている農地所有者の

協力を得て、ひまわり畑やコスモス畑とし

て道行く人々に楽しんでいただいておりま

すが、今後とも緑化の効果に配慮した場所

を検討します。 

 

 

 

 

緑化 

・殺風景な感じの児童公園が多い。せめ

て地面は土にし、木の１本くらいは植

えてあったほうが、景観としても、子

どもの安全面でも良い。 

●公園の緑化目標の中で、イメージ図で示し

ていますように、公園敷地における50％の

緑化を掲げており、その実現に努めます。 

●公園の地面（地表面）については、できる

かぎり土の状態とします。 

環境 

・西向日公園のゴミ箱にゴミが多く捨て

られており、汚い。自分が出したゴミ

は持ち帰るのが当然であり、美しい公

園にゴミ箱は必要ない。 

・公園内の「痴漢に注意」や「挨拶しよ

う」などの看板がみっともない。看板

設置よりも具体的な対応をすべきであ

る。（ex.痴漢が出そうなら街灯の改

良、設置を。自然とあいさつできるよ

う気持ち良い暮らしができる気持ちの

良い公園づくりを。） 

●本計画において具体的に反映することはで

きませんが、公園の質の向上の面から、本

市ではゴミは利用者各自が持ち帰ることを

基本としており、現在公園に設置している

ゴミ箱については周辺住民の合意が得られ

れば撤去する方針としています。 

●公園内の看板や街灯の設置については、美

観上、また防犯上の観点から、総合的に検

討していく必要があると考えます。 

 

・掲載されている航空写真の画像を入手

したい。その入手方法が知りたい。 

●インターネットの地図を活用するように連

絡しました。 

他 

・姉妹都市であるサラトガ市と連携し、

参考にすべきところはしてはどうか。

緑の面積の大小は、その国の都市の文

化のバロメーター（文化度）に比例す

ると思われる。 

●他市の先進事例については、今後とも参考

にしていきます。 

 

その他、「全体として大いに共感できる内容だと思い、この方向で基本計画を仕上げても

らいたい。」や「積極的に思い切った施策をとっていってほしい。せっかくの計画を生かせ

るようにしてほしい。」といった意見が寄せられました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－参考4－ 

２．向日市都市計画審議会での委員意見要旨 

（平成１８年１１月２０日開催 向日市都市計画審議会） 

類型 意見 

・西ノ岡丘陵を残すというが、田・たけのこ・竹林の保全には専門性が必要であ

り、ボランティアでは難しい。 

・西ノ岡丘陵は地権者の努力によって緑が守られており、後継者不足や高齢化の問

題も視野にいれる必要がある。 

・西ノ岡丘陵の保全には費用も必要であり、市の関与が必要である。 

・緑の基本計画で掲げた目標を達成するためにどうするのか、具体的な、できる計

画案が必要である。 

・竹林などを手放す時に、市が買い取るくらいの計画がほしい。 

・荒れた竹林の後継者の問題について、２市１町の農業委員会の中でも議論してお

り、今後、農業委員会でも検討していきたい。 

保全 

・生産緑地も含めて、民間が緑化を推進していくような制度を考えていただきた

い。 

・芝山公園の自治会館からはり湖池への道が荒れている。自然林が残る貴重な場所

であるが、一般向けにはもう少し整備すべきである。緑化を推進するのであれば

イベントと共に市民を取り込んだ清掃等、住民参加型の形式に発展させていただ

きたい。 

保全 

整備 

・まちづくり条例で緑地が担保できるよう期待したい。 

・他市では緑の保全・創出に基金を利用しているところもあり、公園整備について

は将来的にみんなで工夫してほしい。 

整備 

・緑化重点地区を決めても担保するものが必要である。 

・行政の立場として民間の公園を評価するなど、指導のなかで民間の土地の緑を確

保する継続的な努力、工夫が必要である。民間努力による緑の数値を市民的に評

価することが街中の緑のグレードアップにつながると考えられるので、何らかの

評価制度が求められる。 

緑化 
・深田川への桜並木の植栽といった河川の緑化や、住民参加での街路樹の植樹につ

いて具体化を期待する。 

（平成１９年１月３１日開催 向日市都市計画審議会） 

類型 意見 

・計画書は抽象的な文章ばかりでなく、実際に具体的なアクションを起こす必要が

あり、この計画通り進めて欲しい。例えば緑の保全にあたって、行政としては条

例の改定などにより乱開発の防止方法を検討する一方で、地権者へのバックアッ

プを行うなど、両面から取り組む必要がある。 

・計画の中で、今後に向けた書きぶりのほとんどが「推進します」「促進します」

「検討します」となっており、具体的にどうしていくのか示してほしい。 

・基本的な計画を行政が立ち上げ、そのために住民に協力を募るという具体策を進

めなければ抽象的なまま終わる恐れがある。言葉だけでなくアクションに移って

もよいのではないか。 

・緑の満足度について、費用があまりかからない形で毎年実施してはどうか。目標

（H29に70％）がどこまで達成できているかを励みとして、PDCAの仕組みを市民ぐ

るみで検討してはどうか。結果についても市からアピールしていってほしい。 

総論 

・将来的な見通しを含め、地球を守る、緑を守る、向日市を守るといった大きな見

地から、物事を考えてほしい。 



－参考5－ 

類型 意見 

・向日市では公園や街路樹の手入れがきちんとできていない。行政が主体にしなく

てはならないが、地域の人を巻き込んで、現在ある街路樹等の施設の維持・管理

をしてもらう方法をとれないか。 

・クリスマスのライトアップのように、市民が自主的に緑化に取り組むよう、市が

如何にリードしていくかが大切である。 
緑化 

・静岡市では市民と一緒になって緑化を進めており、ソフト面も充実している。緑

化には市民の理解と市民参加が重要であることをよく考えて計画を策定する必要

がある。 

・緑を享受する、残すのは費用がかかるといったことを念頭において、西ノ岡丘陵

の緑を守る協議会の設立を進めてほしい。 

・永久的に緑を守るのは不可能である。今後、調整区域において虫食い状態で資材

置き場にしたいという声が出ても規制は難しいという現実について、あらかじめ

市民に知らせてはどうか。 

保全 

・地権者としては、地区計画である程度規制を設け、最終的には市が買いあげた

後、市民が関わって緑を守っていってほしい。 

・この基本計画は素晴しい。向日市は立地的に優れており、緑の環境、インフラス

トラクチャ（社会基盤）も魅力があるため、開発すればするほど、住みたい人が

来て人口が増える。これは、新しく来た人でも、町に愛着を持とうとする潜在的

モチベーションが高いと考えられ、非常に可能性のある良い町であると思う。例

えばニューヨークは、殺伐とした緑の少ない町であるが、「コミュニケーションガ

ーデン運動」として廃墟になった空き地に、市は種だけを提供し、地域の人がガ

ーデンを作り、大成功している。その代わり地価が上がって行政が開発したいと

きには市に返してもらう。向日市にも、行政が全部お金を負担しなくても、市民

が積極的に関わって成功する可能性がたくさんある。 

他 

・緑のまちづくりと教育現場との連携について検討できないか。例えば、小中学校

のフィールドワークにおいて、花や樹木について詳しい市民の方が参加して教え

るといったことである。市民と行政との教育現場での協働は、常にできる人が現

れると思われ、持続的に取り組めるのではないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－参考8－ 
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