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意見者 意見 要約意見 区の考え方 

① 

１ 素案全体に対する評価 

 細目について異論がないわけではありませんが、総体

として評価できると思います。 

 そのうえで最も重要な 2 点について追加ないし修正

の提案、その他追加意見 1点、計 3点、を申し上げま

す。 

 細目について異論がないわけ

ではないが、総体として評価

できる。 

 

２-①「5 みどりの施策展開テーマ 3 生物多様性向上にお

ける生態系の保全と再生」の項「区の花ニリンソウな

どの山野草の保全」に関して 

 意見 施策の実施に当たって「東京都と連携」するこ

とを明示するべきです。 

 理由 板橋区が区の花として掲げているニリンウの

「都内最大の自生地」は都立赤塚公園内にあることは

周知のとおりです。これまで、区の担当職員が赤塚公

園友の会に参加することによって、都およびその管理

運営の受託団体である東京都会園協会との意思疎通

は図られてきたものの、自生地などの保護活動の組織

化などについては、板橋区は「都有地にある」ことを

理由にして一歩踏み込んだ施策を講じることに二の

足を踏んできたのが実情です。 

 ときあたかも、東京都では 2017 年度より赤塚公園の

生物多様性保護・保全事業が進行中で、その中では

様々な施策が図られる見通しです。 

 東京都の事業計画においても本基本計画においても、

保護，保全事業の実際の担い手は協働事業の下での市

民(区民)であるはずであり、東京都と板橋区が別々の

施策で事に当たるということでは市民活動には混乱

が生じるばかりです。この機会に思い切って行政の枠

を超えた連携を図るべきであり、基本計画はその姿勢

を明確に打ち出すために「東京都との連携」を明示す

べきです。 

 都立赤塚公園にあるニリンソ

ウの都内最大の自生地につい

て、自生地などの保護活動の

組織化などに関して、板橋区

は一歩踏み込んだ施策を講じ

てこなかった。 

 都と区の施策の連携がない

と、自生地の保護・保全を担

う市民活動にも混乱が生ずる

ことになる。 

 計画の中に、行政の枠を超え

た「東京都との連携」を明記

すべきである。 

 赤塚公園のニリンソウ群

落は、区の自然環境の豊

かさを象徴する存在であ

り、都立公園の取り組み

との連携を高めていく旨

を追記します。 

 

（追記内容） 

 自生地においては、区民

ボランティアによる保全

活動が行われており、都

立公園の取り組みとの連

携 を 高 め て い き ま す

（P57）。 

２-②「重点、プロジェク・ト」の表中 「ソフト事業」に

関して 

 意見 「みどりと人をつなぐコーディネート(中間支

援)組織の導入をめざします」の文言の末尾を 「導入

します」または 「設置します」に修正してください。 

 理由 「めざす」という意欲の表明は施策として実現

することを約束するものではありません。 

これまで実施してきた「緑のサポータ一会議」が現在

休止中で機能を果たしていない現状を考えるにつけ、

いかに「中間支援」という機能が限定された機関であ

ってもその設置と運営の難しさは理解できるのです

が、保護・保全活動を推進する組織が設置されないこ

とには話になりません。 

 緑の基本計画が単なるお題目の羅列ではないことを

示すためには、ここでしっかりと施策の実施を公約す

るべきです。 

 「みどりと人をつなぐコーデ

ィネート(中間支援)組織の導

入をめざします」の文言の末

尾を「導入します」または 「設

置します」に修正してほしい。 

 「めざす」という意欲の表明

は施策として実現することを

約束するものではなく、しっ

かりと施策の実施を公約すべ

きである。 

 みどりと人をつなぐコー

ディネート組織について

は、事業推進計画のスケ

ジュール（P100）おいて、

計画期間前期において検

討、計画期間中・後期にお

いて導入準備・導入とし

ています。 

 検討期間において、導入

体制等について十分な検

討を加え、導入に向けた

スケジュール等を明らか

にしていきます。 

3 追加意見 第 6 章 「計画推進に向げて」に関して 「板

橋区緑と公園の推進会議」を再編成するべきです。 

 素案では、平成 24 年度に設置された 「板橋区緑と公

園の推進会議」が 「計画事業を着実に実行に移し、そ

 現在の「板橋区緑と公園の推

進会議」のメンバーは、現行

計画の計画策定委員がそのま

ま横滑りしている状況であ

 計画の進行管理は策定主

体である区において当然

行っていくところです

が、外部委員を含む会議



7 

 

意見者 意見 要約意見 区の考え方 

の進捗状況や成果を点検，評価する」などとしていま

すが、この推進会議の構成員は計画策定委員がそのま

ま横滑りしているのが現状です。 

 推進会議構成員の「横滑り」は自らが作成した計画に

対して責任を持つという意味では意義があることか

もしれませんが、「自分で自分を点検する」ごときこ

とは大間違いです。計画の進捗状況をチェックするの

に「お手盛り」の 「手前味噌」の評価を下してしまう

危険性があります。 

 推進会議構成員は、行政と地域住民の橋渡し役ともい

えるものです。①自分の考え，主張にこだわらず、ま

た②自分の背景にある団体・機関の利害にもこだわら

ず、③広く公平にみどりの保護・保全に尽力している

市民活動団体・機関の現状を理解し、④委員という公

的役割をわきまえて、⑤施策の推進に貢献できる人材

を当てるべきです。町会・自治会や商店街道合会など

からの「あて役」での委員派遣は委員会設置基準に照

らして仕方がないとしても、推進委員には適任者を選

任するべきです。 

 「計画改定の目的」の冒頭には「社会環境の大きな変

化」が掲げられているのだから、推進会議の担い手に

も新しい情勢に対応しうる人材が求められているは

ずです。 

 以上 空白も含めて 2000 字以内  

る。 

 自らが作成した計画に対して

責任を持つという意味では意

義があることかもしれない

が、計画の進捗状況を「自分

で自分を点検する」ようなこ

とになってはならない。 

 推進会議の担い手として新し

い情勢に対応しうる人材が求

められており、メンバーを再

編成すべきである。 

体からの進捗評価を受け

ることは意義のあること

と考えております。 

 「板橋区緑と公園の推進

会議」については、第 3 期

（平成 29～30 年度）終了

後、公募による区民委員

の募集を行う予定です。 

    

意見者 意見 意見要約 区の考え方 

② 

 近年、環境，資源や防災だけでなく・癒し・景観・地

域振興さらには教育，健康など、緑の重要性が一段と

認識されつつありますが、他方では、産業の変化や高

齢化によって、緑が減少しつつあるところもありま

す。 

 緑の減少を防ぎ、適切に増やしていくためには、区役

所だけで行うのではなく、より多くの区民に緑の価値

を周知し、緑化に参画・協力してもらうことが必要だ

と思います。 

 緑の重要性が一段と認識さ

れてきているが、緑が減少し

つつあるところもある。 

 緑の減少を防ぎ、適切に増や

していくためには、区だけで

なく、より多くの区民に緑の

価値を周知し、緑化に参画・

協力してもらうことが必要

である。 

今回の計画改定にあたって

は、区民の暮らしの中に緑を

取り入れていくこと、さらに

は緑のまちづくりに参加・協

力していただくことを主要

なテーマ（施策展開のテーマ

Ⅲ：みどりと人をつなぐ）と

しています。 

 この計画には、3 つの優れた点があると思います。 

 まず、テーマ I・テーマⅡにおいて、農地減少などに

対応した緑の保存と、緑地の効果を最大限に活かす緑

の創出という二つの視点から、グリーンインフラ (都

市基盤)政策を進めようとしていることです。 

 また、テーマ皿においては、実に様々な社会工学的手

法を活用して、より多くの区民に緑の価値を知っても

らい、緑化活動への参画・協力を募ろうとしているこ

とです。 

 さらに、全てのテーマを通じて、都市緑化のインフラ

政策や社会工学的政策という技術的(いわゆる"ハー

ド的")政策だけでなく、農業振興や農福連携などの社

会，経済政策、環境教育や健康増進などの人的資源政

策，さらにはコーディネート組織や協働企画支援制度

といった内部管理政策にも及ぶ、多面的な配慮がなさ

れていることです。 

 この計画には、以下の 3 つの

優れた点があると思う。 

 テーマ I・テーマⅡにおいて、

緑の保存と、緑地の効果を活

かす緑の創出の視点から、グ

リーンインフラの政策を進

めようとしている点。 

 テーマ皿において、より多く

の区民に緑の価値を知って

もらい、緑化活動への参画・

協力を募ろうとしている点。 

 全てのテーマを通じて、技術

的政策だけでなく、人的資源

政策、内部管理政策にも及

ぶ、多面的な配慮がなされて

いる点。 

 施策展開のテーマⅠ～

Ⅲに基づいて、各個別事

業の着実な推進を図っ

ていきます。 

 計画事業の推進にあた

っては、緑と公園の推進

会議（P100）において、

進捗状況のチェックを

行っていきます。 
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意見者 意見 要約意見 区の考え方 

 

 人類文明はいま・材料・エネルギー資源や水，大気，

緑地，施設など枯渇や汚染、老朽化が案じられる物的

資源、経年，経代的な健康・教育水準の低下が心配さ

れる人的資源、ますます複雑，加速化する経済，社会

活動の持続可能性の問題に直面しています。 

 AA 諸国中唯一の主要先進国の首都行政を担い、「未来

をはぐくむ緑と文化のかがやくまち"板橋"」の実現を

目指す板橋区の，さらなる都市政策の発展に期待しま

す。 

 人類文明は今、様々な物的資

源の枯渇、汚染、老朽化や、

健康、教育水準の低下など、

持続可能性の問題に直面し

ている。 

 首都行政を担い、「未来をは

ぐくむ緑と文化のかがやく

まち"板橋"」の実現を目指す

板橋区の，さらなる都市政策

の発展に期待する。 

 ご指摘のような様々な

課題が顕在化する中で、

“みどり”がまちづくり

の中で果たす役割を最

大限に発揮し、「未来を

はぐくむ緑と文化のか

がやくまち"板橋"」の実

現に向けた取り組みを

推進していきます。 

    

意見者 意見 要約意見 区の考え方 

③ 

 「いたばしグリーンプラン 2025(素案)」を通読させて

いただきました。 

 全ての課題を網縄しているように思われますが、その

中でより具体的に制度化してもらい点があります。 

 全ての課題を網縄している

ように思われるが、その中で

より具体的に制度化しても

らい点がある。 

 

 「区民との連携促進」ですがスローガンとなっている

ように思われます。具体的に地域住民の理解、声、参

加をどうやって実現していくのか? 

 私自身の経験では、隣接する公園の樹木の伐採につい

て全く広報もなく、こちらの心が萎えるほど強く伐 

(き)りとられてしまう経験を何度もしています。 

 せっかく樹冠が立派になり夏の強い日差し和らげて

くれると思っていたら、突然造園業者がやってきてバ

ッサリと伐採してしまう。業者に直接声をかけると、

自分たちもやりたくないけれども区からの指示でや

らざるを得ないと言います。 

 高島通りの銀杏の並木も強く伐採されています。そし

て、その他の樹木もそれらしき樹齢になって、景色に

なってきたと思ったらなんらかの理由をつけられて

伐採の対象となってしまう。 

 そもそも、景観、景色というものはなんなのか。その

定義を明確にしていただきたい。私は、そこに住んで

いる人たちにとって短くない一定の時間が経過し、視

覚を通して脳裏に焼き付いて、忘れられない思い出と

なった景色だと思います。たまたま理由があってそこ

から離れたとしても、その景色を見ることをきっかけ

にして戻って来ることもある。緑はその景色の中で重

要な役割を果たしています。「プラン」の中に 「歴史

ある大経木の保全」の項目があるのは承知しています

が、その樹木の歴史とは行政が判断するのではなく、

地域住民が一緒になってそれを守りながら創りあげ

てきたものではないか。 

 位置付けていただきたい明確な価値観として「過ぎし

時間の価値」「記憶」「地域住民の関わりの価値」。つま

りみんなで守っていくべき「価値」という視点が大事

だと思います。 

 それと、実際経験していることですが、公園に近接す

る一人の住民の苦情で、みんなの財産である樹木を伐

採するなどということはやめて欲しい。そういう声

は、地域の住民組織に戻して欲しい。町会、マンショ

 隣接する公園の樹木につい

て、全く広報もなく伐採され

てしまう経験を何度もして

いる。一人の住民の苦情で、

みんなの財産である樹木を

伐採するなどということは

やめて欲しい。 

 そういう声は、地域の住民組

織に戻して、周辺の住民組織

のソフトなつながりを行政

が呼びかけ、それを活用する

よう求める。 

 そうしたことがこの素案で

は具体的に見えていないの

で、検討してほしい。 

 そもそも景観、景色というも

のはなんなのか。緑はその景

色の中で重要な役割を果た

しているが、その定義を明確

にしてもらいたい。 

 「歴史ある大経木の保全」の

項目があるが、その樹木の歴

史とは行政が判断するので

はなく、地域住民が一緒にな

ってそれを守りながら創り

あげてきたものではないか。 

 みんなで守っていくべき「価

値」という視点が大事だと思

う。 

 パークマネジメントガ

イドラインの運用おい

ては、公園運営のめざす

べき姿を実現するため

に、地域住民・団体と連

携し、適切な管理運営を

継続的に行っていく方

針としています（P81「パ

ークマネジメントと

は」）。 

 公園管理運営の一環と

して、樹木の維持管理に

ついては様々な考え方

や事由があり、意見の集

約が難しい面がありま

すが、掲示や広報等を通

じて出来る限り地域や

利用者の意見を反映し

た取り組みを進めてい

きます。 

 板橋区景観計画におい

ては「ひと・もの・まち

がバランスよく調和し

た景観づくり」を目標と

しています。 

 本計画においては、施策

展開のテーマⅠとして

「“みどり”を次世代に

つなぐ」を掲げ、テーマ

Ⅲ「“みどり”と人につな

ぐ」において、様々な緑

化啓発や緑とのふれあ

いを通じて、区民に緑の

価値を実感してもらい、

緑の保全や緑化推進の
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意見者 意見 要約意見 区の考え方 

ンの管理組合、緑を守る住民組織などどんな形でもい

いが、公園であればその周辺の住民組織のソフトなつ

ながりを行政が呼びかけて作って、それを活用するよ

う求めます。 

 そうしたことがこの素案では具体的に見えていない

と思われます。是非ご検討をお願いします。 

機運を高めていく方針

です。 

    

意見者 意見 要約意見 区の考え方 

④ 

 計画の内容については、現状を踏まえた上で今後 8 年

間で実施するべき課題を適切に捉えて具体的な実効

策が立案されていると思います。 

 既に計画に織り込まれている項目もあるかも知れま

せんが、以下参考にして頂けると幸いです。 

 計画の内容については、現状

を踏まえた上で今後 8 年間

で実施するべき課題を適切

に捉えて具体的な実効策が

立案されていると思う。 

 既に計画に織り込まれてい

る項目もあるかも知れない

が、以下参考にしてもらいた

い。 

 

 予算： 基本計画ということなので、必要な費用につ

いては毎年予算化されていくものと理解しています

が、概算でもいいので総費用を提示しておくことも

Accountability の一つと考えます（計画の規模感も掌

握できる）。 

予算：基本計画ということな

ので、必要な費用については

毎年予算化されていくもの

と理解しているが、概算でも

いいので総費用を提示して

おくこともAccountabilityの

一つと考える（計画の規模感

も掌握できる）。 

 本計画は基本計画とし

て、今後具体的な検討を

行う事業等も含まれて

いることから、総事業費

等の提示は行いません。 

 公園整備等の計画的事

業については、いたばし

№1 プランの実施計画編

において、実施計画期間

における計画事業費を

提示いたします。 

 緑化のイメージ： 8 年後にどうなるのかという点に

ついて、イメージが掴みにくい項目があります。現在

の状態（景観）が、8 年後にはどの様に変わるのかを、

イラスト等を用いて説明頂いた方が分かり易いと思

います（重点プロジェクトで示されているケーズもあ

りますが、どの様に変わったのかが分かりにくい）。 

 緑化のイメージ：8 年後にど

うなるのかという点につい

て、イメージが掴みにくい項

目がある。現在の状態（景観）

が、8 年後にはどの様に変わ

るのかを、イラスト等を用い

て説明した方が分かり易い

と思う（重点プロジェクトで

示されているケーズもある

が、どの様に変わったのかが

分かりにくい）。 

 （接道部の緑化推進に

ついて、イメージイラス

トの追加を検討する） 

１ 区民の緑化意識の醸成： 大規模な開発計画に限らず

中小規模の開発においても民間の協力を仰いでいか

ないと緑化面積が飛躍的に拡大することは期待でき

ないと思います。又、板橋区内は古い住宅地域が多く、

加えて、最近は一区画が細かく分譲して売られている

ので、現実的には緑化とは逆の結果になって密集化し

ている地域が散見されます（庭のない戸建て住宅が増

加）。 

２ 計画にも対策が織り込まれていますが、インセンティ

ブを更に拡大することなどで、区民一人ひとりの緑化

への意識の醸成に結び付けることが必要ではないで

しょうか。 

 区民の緑化意識の醸成：大規

模な開発計画に限らず中小

規模の開発においても民間

の協力を仰いでいかないと

緑化面積が飛躍的に拡大す

ることは期待できないと思

う。又、板橋区内は古い住宅

地域が多く、加えて、最近は

一区画が細かく分譲して売

られているので、現実的には

緑化とは逆の結果になって

密集化している地域が散見

 大規模な開発計画（民間

施設については敷地350

㎡以上）については、板

橋区緑化の推進に関す

る条例に基づく緑化指

導を行っており、本計画

期間内においては、接道

部緑化へのインセンテ

ィブを高めるなど緑化

指導基準の改正を検討

することになっていま

す。 
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される（庭のない戸建て住宅

が増加）。 

 計画にも対策が織り込まれ

ているが、インセンティブを

更に拡大することなどで、区

民一人ひとりの緑化への意

識の醸成に結び付けること

が必要ではないか。 

 一般住宅等については、

接道部緑化助成制度な

どの助成支援により、敷

地内緑化の後押しを行

っていくとともに、住宅

密集地など緑化余地の

少ない地域に対しては、

界わい緑化制度の導入

を検討し、よりきめ細か

な緑化支援を進めてい

く予定です。 

３ 公園の芝生化： ８ヶ所の校庭を芝生化されたとの報

告がありますが、区が保有する公園の芝生化を進める

ことも検討頂きたいと思います（海外では芝生化され

た公園が多い）。 

 公園の芝生化：８ヶ所の校庭

を芝生化されたとの報告が

あるが、区が保有する公園の

芝生化を進めることも検討

してもらいたい（海外では芝

生化された公園が多い）。 

 公園の芝生化について

は、公園利用の推進につ

ながるものと考えてい

ますが、利用頻度や日照

条件等によっては維持

管理が難しい面があり

ます。 

 既に芝生化を行った公

園でのメンテナンスノ

ウハウを蓄積しながら、

適地について芝生化を

進めていきます。 

 


