


 

人と生き物が共生し、水とみどりの潤うまち＝伊丹 
 
～多様なみどりを市民みんなで 

守り、育み、未来へつなぐ～ 
 
 
 「古に‘有馬山ゐなのささ原風吹けば･･･’と詠まれた猪名野笹原は、ススキとネザサの

混交草原とわかってきた。歴史的根拠もあり、どこかに復元できないだろうか」、「健康づ

くりにしても、災害など何かあったときにしても、人が歩くということが基本になる。人

が歩く道の確保は重要」、「大阪や神戸から働いて帰ってきたときに、ほっとして深呼吸で

きるような緑豊かなまちにしたい」、「緑をただ増やすというよりも、自分が住んでいると

ころをいかに気持ちよく住めるようにするか、身の回りでどこを向いても絵になるような

景色を求めていきたい」等々。 
 これらは、「伊丹市みどりの基本計画」の改訂にあたり、検討をお願いした伊丹市みどり

の基本計画改訂委員会委員の方々から出されたみどりについての想いの一端です。委員会

では、前計画の検証結果や市民の皆さまから寄せられたさまざまなご意見を基に、昨今の

社会経済情勢等を踏まえ、真摯にご議論いただき、この度、「伊丹市みどりの基本計画 2011」
を新たに策定することができました。 
 本計画では、みどりの将来像として「人と生き物が共生し、水とみどりの潤うまち＝伊

丹」を掲げ、その実現のための取り組み方針を「多様なみどりを、市民みんなで守り、育

み、未来へつなぐ」としています。今、私たちの身近に見られる多様なみどりは、昔から

人が守り育ててきたものであり、今後もそれは変わらないことでしょう。市民みんながそ

の主体者として、この多様なみどりを守り、育み、次世代へと引き継ぎ、みどりの将来像

を実現しようとするものです。 
人口減少・成熟社会に向かう時代の転換期、これからの 10 年、本計画による総合的な

緑化政策を推進してまいります。街角に四季の潤いや歴史・文化を感じさせるみどりを醸

成していくことなど、みどりに関わるまちづくりには市民の皆さまの参画と協働が欠かせ

ないところです。一層の関心を持って、ともに行動いただければ幸いです。 
最後になりましたが、みどりの基本計画改訂委員会委員の皆さまをはじめ、計画策定に

お力添えいただきました多くの方々に厚くお礼申し上げます。 
 

平成２３年３月 

伊丹市長   藤 原 保 幸 
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第１章 みどりの基本計画の概要 

 
 
１．計画の改訂 

伊丹市は、兵庫県東南部に位置し、沖積平野の小高い段丘周辺に広がる人口約 19 万 6 千
人、面積 2,509haの都市です。一昔前の伊丹には里地里山の田園風景が広がり、森や池に様々
な野鳥が棲み、トンボやホタルが飛び交う自然豊かな地域でした。しかし、高度成長期に入っ

てから、人口の増加に伴い、このような風景は急速に工場や事業所、住宅、公共施設など

に置き換わってきました。 
早くから自然緑地が次々と消滅した本市では、自然環境の保全と公園緑地の確保が急務と

され、昭和 40 年代には昆陽池・瑞ケ池・緑ケ丘の各公園、また平成 4 年度には荒牧バラ公
園など、本市を代表する特色ある公園を整備してきました。 
平成 11年度には「伊丹市みどりの基本計画」（以下、前計画という。）を策定し、市民の

身近な緑化活動や市民緑化協定を活用した地域コミュニティ活動の支援や水とみどりのネッ

トワーク形成に向けた計画を定め、積極的に緑化を推進してきました。 
本市においては、この 10 年余り公園緑地の整備は概ね計画通り進捗し、市民とともに新たな
みどりを確保してきました。しかし、今、地球温暖化や生物多様性などの新たな社会的課題が

生じ、一方で大きく社会経済環境が変わる中、単に整備計画ということではなく、広く環境を

捉え、市民とともにみどりに関する取り組みを改めて見直し、次の 10年に向けたみどりの
政策として「伊丹市みどりの基本計画 2011」（以下、本計画という。）を策定しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…中心市街地から伊丹緑地を望む… 
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２．みどりの基本計画の位置付け 

みどりの基本計画とは、都市緑地法に位置付けられた「市町村が緑地の保全と緑化の推進

および都市公園の整備を総合的に推進するため」の計画です。 
本市では、市の総合計画に基づき都市計画マスタープランに適合するなかで、みどりの

将来像を定め、それを実現するためのみどりの目標と施策方針を示し、本市におけるみどりの

まちづくりを市民・事業者・市が協働し、総合的・計画的に進めることを目的として伊丹市

みどりの基本計画を策定しています。 
 
３．前計画の概要 

前計画では「生き物と共生し、水と緑が潤うまち＝伊丹 ～みどりのウェットランドシ
ティを目指して～」をみどりの将来像として位置付け、みどりの量や公園の配置などについ

て、10年後の当面目標、30年後の将来目標を設定し、これらを目指した緑化施策を推進してい
ます。当面目標年度は平成 22年度、将来目標年度は平成 40年度として、次の項目につい
てみどり（樹木・樹林地）の確保目標を掲げています。 

みどりの確保目標 現況（H10） 当面目標(H22) 将来目標(H40) 

市域面積に対する樹木・樹林地の割合は現況の
1.5 倍を目指します 

10.0% 12.0% 15.0% 

市域面積に対する公共地の樹木・樹林地の割合は
現況の 2倍以上を目指します 

2.3% 3.0% 5.0% 

市域面積に対する永続性のある緑地※1 の割合は
18.5％確保を目指します 

10.9% 
251.23ha 

11.9%        
274.58ha 

18.5%        
427.60ha 

公園緑地等は1人当たり10㎡の確保を目指します 
5.6 ㎡/人    
108.46ha 

6.6 ㎡/人         
131.77ha 

10.0 ㎡/人  
200.59ha 

※1：永続性のある緑地とは、都市公園等と、法律や条例等で地区指定された緑地（地域性緑地）を合わせたものです。 
※2：公園緑地等とは、都市公園法に基づく都市公園と市の条例で規定する児童遊園地等を合わせたものです。 

前計画では、みどりの将来像を実現するために、大規模な公園緑地や河川等まとまりのあ

るみどりの核と広域的な東西・南北のグリーンラインを骨格として多様な機能をもつみど

りの拠点を市域全体に整備・保全するとともに、それらをネットワークすることを目指し

ています。 
具体的には次の 6項目を基本方針として掲げています。 
①広域的なみどりの南北軸と東西軸の強化 
②自然アメニティ軸を基本とした水とみどりのネットワーク形成 
③残存する樹林や農地の保全と活用 
④地域特性に対応したみどりの保全と創出 
⑤多様な機能をもつみどりの拠点づくり 
⑥市民や事業者の参画によるみどりのまちづくり 
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①みどりとは 

みどりの基本計画における「みどり」は、樹林地、草地、農地、水辺の草地、水面などを含めた

「みどりのオープンスペース」の総称としています。また、公共地だけではなく民有地の緑化や緑地保全

地区などのみどりも含んでいます。 

 

②みどりの機能 

みどりは、市民生活を豊かにする多様な機能を備えています。みどりの機能は、一般的に「防災」「文

化・レクリエーション」「景観形成」「環境・生物多様性保全」の 4つに分けられています。みどりの基本計

画の策定においては、これらの機能をみどりの将来像実現のために、効果的に発揮させることが求められ

ます。 

 

ⅰ）防災機能 

公園緑地をはじめとする都市のみどりは災害時に 

避難地や避難経路となる他、火災の延焼を防ぎ、雨水を 

浸透させるなど、都市における市民の安全を守ります。 

 

                           …国道 171号（緑丘小学校前）… 

ⅱ）文化・レクリエーション機能 

みどりは心身をリフレッシュさせ、人々にうるおいや 

安らぎを与えます。また、公園や身近な自然などのオー 

プンスペースは、市民の多様な余暇活動や健康づくりの 

場、子育てや子どもの遊び場、そして環境学習の場と 

なります。                         …瑞穂緑地（たんたん小道）… 

 

ⅲ）景観形成機能 

みどりは四季の変化に応じて、美しいうるおいのある 

  景観を形成します。そして、地域の歴史・文化・風土に 

応じた多様な景観を創出します。 

 

…有岡城跡公園… 

ⅳ）環境・生物多様性保全機能 

みどりには、二酸化炭素の吸収また蒸散作用等により、 

ヒートアイランド現象や大気汚染、騒音、振動等を緩和 

する効果があります。また、みどりは多様な生き物の 

生息生育の場を形成し、すべての生命を育み、地域を 

特徴づける生態系を未来に伝えます。               …昆陽池公園樹林地…  
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４．前計画の達成状況 

ここでは、前計画に掲げられた樹木・樹林地の量と公共地のみどりの量の現況について、

平成 20年 12月に行った航空写真デジタルデータ解析による検証結果を示します。また永
続性のある緑地は、22年 7月現在の数値を使用しています。 
前計画で将来確保を目指すみどりの量は、市域内でみどりが豊かであると人々が感じるた

めに必要なみどりの量として、樹木・樹林で被われた面積（緑被量）および同面積の大阪

国際空港を除く市域面積（2,307.1ha）に対する割合（緑被率）で表しています。 
以下に、前計画におけるみどりの確保目標と達成状況を順に示します。 

 
みどりの確保目標と達成状況 平成 10年度 現況 当面目標（Ｈ22） 

市域面積に対する樹木・樹林地のみどりの
割合（量） 

10.0% 
10.7%  ※1 
246.95ha 

12.0% 
276.84ha 

市域面積に対する公共地の樹木・樹林地の
割合（量） 

2.3% 2.4%   ※1 3.0% 

市域面積に対する永続性のある緑地の割合
（量） 

10.9%  
251.23ha 

11.6%   ※2  
267.62ha 

11.9%        
274.58ha 

市民 1人当たりの公園緑地等の面積（総面積） 
5.6 ㎡/人       
108.46ha 

6.8 ㎡/人 ※2         
132.93ha 

6.6 ㎡/人         
131.77ha 

※1：平成２０年１２月航空写真デジタルデータ解析による検証結果  ※2：平成２２年７月現在の数値 

 
（１）樹木・樹林地の量 

当面目標として、樹木・樹林地の緑被量は 276.84ha、緑被率は 12.0％以上確保する
ことを目指しています。現況の緑被量は 246.95ha、緑被率は 10.7％で、当面目標には
達していません。次に、樹木・樹林地の緑被面積と緑被率の推移を示します。 

 
緑被面積(ha)及び緑被率(％)(樹木・樹林地)の推移

81.77
111.54 104.49

124.98

42.84

91.2 108.45
96.98

15.98
18.77

24.98

9.08

5.8%

10.7%

9.5%
10.0%

0

50

100

150

200

250

300

350

昭和52年 昭和61年 平成8年 平成20年

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

西北部 中南部地域 東部地域 伊丹市全域の緑被率(％)
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緑被面積の増加要因は、新たな都市公園の整備と既存の樹木・樹林地の成長であり、

減少要因は、植木畑の減少や宅地化、また事業所、集合住宅など敷地内での建て増しや

建て替えなどによる樹木の減少のほか、昆陽池公園のカワウ被害で樹木が枯れた例など

です。中南部地域では、猪名川に沿ったエリアで減少が目立っています。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
市街化区域 

樹木・樹林地（低木～高木） 

小学校区界 

…伊丹市樹木・樹林地分布図… 
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（２）公共地の樹木・樹林地の量 
   ここでは、公園緑地や学校園などを含む全ての公共施設の敷地のうち、実際に樹木・

樹林で覆われている面積とその割合を示しています。 
 

公共地の樹木・樹林地の量 
区分 平成 10年度 現況(H21) 当面目標（H22) 

面積 52.56ha 54.63ha 69.21ha 公共地の 

樹木・樹林地 割合 2.3% 2.4% 3.0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）永続性のある緑地 

市内のみどりを将来にわたって安定的に確保していくためには、公共施設等として

管理される公園緑地等（施設緑地）と保全により確保される地域制緑地の確保が必要と

されます。永続性のある緑地の体系（下表）を示します。 
 

永続性のある緑地の体系 

住区基幹公園 街区公園、近隣公園等 

都市基幹公園等 総合公園、風致公園 
公園緑地            

（都市公園） 
都市緑地等 都市緑地、緩衝緑地 

公共施設緑地 児童遊園地、運動広場等 

①公園緑地等     

（施設緑地） 

公園緑地以外 
民間施設緑地 公開空地、社寺境内地等 

法による担保 風致地区、生産緑地地区、河川区域等 

永続性

のある

緑地 

②地域制緑地（保全に

より確保される緑地） 条例による担保 緑地保全地区、工場緑化協定区域等 

 
 

…市立伊丹小学校のみどり… …県立伊丹高校のみどり… 
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前計画では、それらを永続性のある緑地として、下表のようにそれぞれ確保目標を定めて

います。永続性のある緑地は、公園緑地等の面積と地域制緑地の面積の合計となりますが、

現況は当面目標に達していません。現況は平成 22年 7月現在です。 
 

永続性のある緑地の確保目標と現況 

区分 平成 10年度 現況(H22) 当面目標(H22) 

①公園緑地等の確保目標 108.46ha 132.93ha 131.77ha 

②地域制緑地の確保目標 142.77ha 134.69ha 142.81ha 

永続性のある緑地の確保目標（①＋②） 251.23ha 267.62ha 274.58ha 

市域面積に対する割合 10.9% 11.6% 11.9% 

 
 

以下に、永続性のある緑地の内容（公園緑地等及び地域制緑地）を示します。 
 
①公園緑地等 
公園緑地等とは、国または地方公共団体が一定区域内の土地の所有権などを取得し、

目的に応じた公園の形態を造り公開する緑地のことです。一般には、都市公園法に基づく

都市公園及び公共施設緑地として位置付けられる児童遊園地や運動広場などがこれに

該当します。本市のみどりの基本計画における公園緑地は、都市公園法に基づく都市

公園として位置付けています。 
この 10年余りに供用開始した都市公園は 22ヵ所 23.36haです。内訳は、街区公園

12ヵ所 2.37ha、近隣公園 3ヵ所 4.5ha、都市緑地 6ヵ所 7.79ha、緩衝緑地 1ヵ所 8.7ha
です。都市公園の整備はほぼ計画通りに進み、現在 126ヵ所 117.73haを開設しています。
市民１人当たりの都市公園面積は 6.01㎡、市域面積に対する都市公園面積は 4.69%で、
近隣各市に比べて比較的高い整備率となっています。 
児童遊園地は、年度により新設・廃止等による増減がありますが、平成 22年 4月開設の
宮西ガーデンを含め 129ヵ所 6.85haを開設しています。運動広場は、荻野スポーツ広
場など都市公園以外の運動施設で、神津運動広場を都市公園・猪名川河川敷緑地に編入し

たことにより 1.05ha減っています。その他には、市立みどりのプラザや下河原エアフロン
トオアシス（国施設）など、都市公園に属さない公園広場等を計上しています。 
次の表に示すように、公園緑地の面積は当面目標には達していませんが、児童遊園地

などを含む公園緑地等（施設緑地）では、当面目標をやや上回っています。 
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公園緑地等の確保目標と現況 

区分 平成 10年度 現況（H22） 当面目標（H22） 

市立公園 91.47ha 114.83ha 117.10ha 

県立公園 2.90ha 2.90ha 2.90ha 公園緑地 

小計 94.37ha 117.73ha 120.00ha 

児童遊園地 6.98ha 6.85ha 6.11ha 

運動広場 7.11ha 6.06ha 5.66ha 

その他 - 2.29ha - 

 

公園緑地以外 

小計 14.09ha 15.20ha 11.77ha 

合計 108.46ha 132.93ha 131.77ha 
公園緑地等（施設緑地） 

面積/人 5.6 ㎡/人 6.8 ㎡/人 6.6 ㎡/人 

 
②地域制緑地 
地域制緑地とは、風致地区、緑地保全地区、生産緑地地区など、一定の土地に対して

区域を指定し、その土地利用を規制することで良好な自然環境などの保全を図ることを

目的とした緑地の総称です。 
法によって担保される緑地には、緑地保全地域（都市緑地法）、風致地区（都市計画法）、

緑地協定（都市緑地法）、生産緑地地区（都市計画法）、都市施設緑地（都市計画法）、

市条例によって担保される緑地には、緑地保全地区、工場緑化協定があります。地域制

緑地の現況は 134.69haで、当面目標には達していません。 
但し、保存樹木や天然記念物は規模が小さいため、確保目標には含めていません。

都市施設緑地は、都市計画決定された河川敷緑地の水面などのことです。  
 
                       地域制緑地の確保目標と現況 

区分 平成 10年度 現況（H22） 当面目標（H22） 将来目標（H40） 

 緑地保全地域 - - - 2.10ha 

風致地区 - - - - 

緑地協定地区 - - - - 

生産緑地地区 113.60ha 106.26ha 113.35ha 111.39ha 

都市施設緑地 - - - 86.40ha 

法 

小計 113.60ha 106.26ha 113.35ha 199.89ha 

緑地保全地区 8.52ha 8.81ha 8.81ha 8.21ha 

 

工場緑化協定 20.65ha 19.62ha 20.65ha 18.91ha 

 

市条例 

小計 29.17ha 28.43ha 29.46ha 27.12ha 

地域制緑地 合計 142.77ha 134.69ha 142.81ha 227.01ha 
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…緑地保全地区(荻野)… …緑地保全地区(千僧)… 

…緑地保全地区(伊丹緑地)… 

…工場緑化(沿道)… 

…風致地区(鴻臚館)… …風致地区(瑞ケ池公園)… 

…工場緑化(公開)… 

…生産緑地(神津)… 
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５．みどりの現況 

平成 20 年度調査では、ヒートアイランド現象の抑制などの都市環境の緩和には、樹木・
樹林地だけでなく、農地や草地、水域などの多様なみどりの繋がりが有効に働くこと、また、

緑被を把握する技術が向上したことなどにより、樹木・樹林地の緑被に加え、草地や農地、

水域など、多様な環境の全てについて緑被量の抽出を行いました。 
解析における市域面積について、従来は大阪国際空港を除く面積（2,307.1ha）を使用して
いましたが、今回の調査では市域全域の面積（2,509ha）を使用しています。今後は、全て
市域全域の面積を使用することとします。 
また、前計画における緑被は樹木・樹林地に限定していますが、今後は、多様なみどり全

ての量を「みどりの量」、また、その割合を「みどり率」と規定します。 
 
（１）みどりの総量 

調査結果では、みどりの総量は 853.80haで、市域面積の 34.1％となっています。都市
における熱環境改善の観点からは、みどりの量として、みどり率で 30％から 40％程度
を確保することが目安とされています。したがって、本市においては、このみどりの

総 量を、将来にわたって確保し維持することが求められます。 
次に、みどりの項目別面積と市域面積に対する項目別比率を示します。前計画に示され

ている樹木・樹林地は、その中の 2 項目（樹木・樹林地と低木地）に含まれています。
この集計では、市域面積を市域全域としていますので、樹木・樹林地の緑被率は 9.9％
となります。 
 

みどりの量（項目別面積と比率） 

項目 定義 面積（ha） 比率 

樹木・樹林地 樹木・樹林（中高木）の枝葉で覆われた土地 199.48 8.0％ 

低木地 植え込みなどに植栽された低木地（樹高 1m程度まで） 48.03 1.9％ 

草地 芝生や花壇・草原等、樹木・樹林以外の植生で覆われた土地 201.81 8.0％ 

農地 水田・畑・植木畑等、農地として利用されている土地 137.01 5.5％ 

裸地 校庭やグラウンド等の植生がなく、舗装されていない空地等 154.90 6.2％ 

水面 河川・池沼等の水面部分（プールは除く）    62.08 2.5％ 

水辺の草地 河川等の水草等    50.49 2.0％ 

合計  853.80 34.1％ 
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（２）今後の計画における永続性のある緑地 
   前計画における永続性のある緑地においては、地域制緑地の確保目標に関して、風

致地区や緑化協定における市街化区域内の指定面積や都市施設緑地（河川区域）は計測

対象外とし、担保面積に含まれていません。しかし、現在は、社会通念上安定した緑地等

として担保面積に計測されることから、今後は、担保面積に加えることとします。 
 したがって、永続性のある緑地の現況は、公園緑地等（132.93ha）と地域制緑地
（366.89ha）の合計、即ち 499.82haとなります。これは、市域面積の 19.9％に当たりま
す。今後の計画においては、この数値を永続性のある緑地として使用します。 

今後の計画における地域制緑地 

法 市条例 
区分 

風致地区 緑地協定地区 生産緑地地区 都市施設緑地 緑地保全地区 工場緑化協定 

面積 122.00ha 23.8ha 106.26ha 86.40ha 8.81ha 19.62ha 

小計 338.46ha 28.43ha 

合計 366.89ha 

…低木地… …農地… …樹木・樹林地… 

…裸地… …水辺の草地… …水面… 

…草地… 
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…伊丹市緑被分布図… 

 
市街化区域 

樹木・樹林地（中木～高木） 

低木地 

草地 

農地 

裸地 

水面 

水辺の草地 

小学校区界 
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６．市民のみどりに対する意識 
「平成 20 年度市民意識調査報告書」によると地域の環境の満足度のうち「水や緑、公園

など、自然環境のよさ」について、「かなり満足」と回答した人が 19.5％、「どちらかと
いえば満足」と回答した人は 47.8％でした。 
自然環境のよさについて満足と評価している人は、合わせて 67.3％で、地域環境の満足度調
査 11項目中、2番目に高い結果となっています。一方、不満を抱いている人の割合は、「ど
ちらかというと不満」と回答した人が 7.1％、「かなり不満」とした人が 1.5％となっていま
す。合わせて 8.6％の人が現況の自然環境を不満としています。 
平成 8年度調査では満足回答が 42.8％、14年度 53.5％、17年度 59.2％と年を追って満足
回答が増えています。その一方で、不満回答は、8年度 24.4％、14年度 16.5％、17年度 12.7％
と徐々に減っています。このことは、市民の大半が、現況の自然環境に比較的満足している

ことを示しています。 
しかし、その一方で、公園緑地等を管理する市の担当課には、毎日、多種多様な要望・意

見が寄せられています。最近は、とくに公園利用上のマナー違反や子どものボール遊びの場所、

樹木の落葉処理や剪定・除草、ゴミの不法投棄に関する厳しい意見が多く、市民の参画と協

働による維持管理水準の向上が強く求められています。 
地域の環境の満足度（「平成 20年度市民意識調査報告書」より抜粋） 
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第２章 計画改訂の方向性 

 
１．計画改訂のフレーム 

計画改訂の前提条件（フレーム）となる計画対象区域、将来の都市計画区域内の計画人口な

どを次のように設定します。 
 
（１）計画対象区域 
   計画対象区域は、市全域（2,509ha）とします。 
 
 
 
 
 
（２）目標年次 

平成 23年度を初年度とし、伊丹市総合計画（第 5次）の最終年次である 32年度を、
目標年次とします。 

 
 
 
 
 
（３）計画人口 

        伊丹市総合計画（第 5次）における人口推計値を参考として、目標年次における計画
人口は 197,000人とします。  

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

■計画人口 ： １９７,０００人 

■目標年次 ： 平成３２年度 

■計画対象区域：市全域（２,５０９ha） 
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２．改訂の視点 

前計画の策定後、「当面の目標期間」として設定した 10年余りが経過したことを受け、そ
の成果を検証し、それらを踏まえた、これからの社会にふさわしい新たなみどりの基本計画

の策定が必要になっています。 
 

（１）社会情勢の変化 
社会情勢が大きく変化し、伊丹市においても低成長時代への移行や人口減少・少子

高齢化など、社会・経済構造の転換期を迎えています。そこでは、より効果的・効率的な

施策や市民の参画と協働が求められます。 
 

（２）環境問題への意識の高まり 
平成 16年にヒートアイランド対策大綱、20年には京都議定書目標達成計画（改訂）、

22年には生物多様性国家戦略 2010がそれぞれ閣議決定され、10月には名古屋において
生物多様性条約の第 10回締約国会議（COP10）が開催されるなど、地球環境に対する
市民の関心が高まっています。 

 
（３）質の向上へ 

これからのみどりには、量の確保に加え、みどり空間の安全性や快適性、また、生物

多様性保全の視点をもった管理が求められます。そして、前計画において確保してきた

みどりを、市民等とともに生活環境に活かす取り組みを積極的に進める必要があります。 
 

（４）上位・関連計画との整合性 
平成 23年度は、伊丹市総合計画（第 5次）や都市計画マスタープランなど、市政を
推進する上位計画や環境基本計画等の関連計画の改訂が行われ、それらとの整合を図る

必要があります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 …市庁舎屋上から市内を望む… 
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３．上位・関連計画の概要 

平成 23年度から、新たな伊丹のまちづくりに関する指針として、伊丹市総合計画（第
5次）が 32年度を目標にスタートします。都市計画マスタープランをはじめ、この総合計
画に基づき策定される諸関連計画との整合を図るなかで、本計画を定めることが求められ

ます。 
次に、本市の主な計画が掲げる将来像および基本目標、方針などを示します。 

 
（１）伊丹市総合計画（第 5次） 

伊丹市の将来像 『 みんなの夢 まちの魅力 ともにつくる 伊丹 』 
この将来像を実現するために、1つの基本目標と、4つの政策目標を設定。 
 基本目標：市民が主体となったまちづくりの実現 
 政策目標：①支え合いの心でつくる安全・安心のまち 

②未来を担う人が育つまち 
③にぎわいと活力にあふれるまち 
④環境が大切にされ暮らしやすさと調和したまち 

＜参考＞第 5次伊丹市総合計画市民版基本構想 
市民版基本構想におけるみどりに関する提言では、「緑を守り育て人にやさしい

住環境を誇れるまち」実現のため、生活にうるおいを与える自然環境を守り・育てる

ことに行政と市民が協働して取り組み、地域の中で積極的に緑化を進め、守っていく

仕組みづくりが必要としています。 
 
（２）伊丹市都市計画マスタープラン 2011 

基本理念：①成熟社会に応じたゆとりある都市空間の誘導 
②少子高齢社会を踏まえた安全・安心の向上 
③歴史を継承した個性と魅力の創造 
④総合的な取り組みに基づく環境適合型社会の実現 
⑤パートナーシップによるまちづくりの推進 

 
（３）伊丹市環境基本計画（平成 23年 4月） 
   環境の将来像：環境が大切にされ暮らしやすさと調和したまち 
   基本目標：①【地球環境】地球環境を大切にするまち 
        ②【循環型社会】資源循環のまちづくり 
        ③【生活環境】生活環境の保全と創造 
        ④【自然環境】水とみどりの豊かな自然環境の創出と再生 
        ⑤【都市環境】良質な都市空間の整備 
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（４）伊丹市景観計画（平成 20年 4月改訂） 
   基本目標：①特色ある景観資源をいかし、地域の個性をはぐくむまち 
        ②魅力ある景観を誇りと心意気でつくるまち 
   基本方針：①市民・事業者・行政が共に景観まちづくりに取り組む 
        ②潤いと安らぎを与える自然的景観を守る・育てる・創る 
        ③伊丹郷町・街道筋を核とした歴史的景観を守る・育てる・創る 
        ④質の高い快適な市街地景観を守る・育てる・創る 
 
（５）伊丹市「農」の振興プラン（2011～2020） 
    目 標 像：農業者、市民、関連事業者などをパートナーとし、 

みんなで伊丹の価値を高める「農」の振興 
   第 5次総合計画における「都市農業の振興」の柱に合わせた 3つの姿 

 ①持続可能な環境をつくる都市農業 
        ②伊丹らしさを活かした都市農業 
        ③市民が広く親しめる農業 
 
（６）伊丹市産業振興ビジョン アクション・プログラム（2011－2015） 
   産業振興の目標：「にぎわいと活力にあふれるまち」 
   基本方針：①がんばる事業者の声に応え、市内産業の活性化を図ります 
        ②地域資源や都市ブランドを活かし、にぎわいある商店街・まちづくりを

応援します 
        ③安心して操業できる環境をつくり、活力あるものづくり産業を応援します 
 
（７）伊丹市健康づくり計画（平成 23～27年度） 
   基本理念：「生涯を通じて、健康でいきいきと安心して暮らせるまち」 

重点的に取り組む施策： 
        ①親子の健康づくりと子育て支援の推進 
        ②健康診査や健康教育、健康相談事業の充実 
        ③いたみ健康づくり大作戦の推進 
        ④高齢者の健康づくりと介護予防の推進 
        ⑤関係機関との連携による食育の推進 

        ⑥地域医療体制の充実と市立伊丹病院の機能整備 

        ⑦健康づくりの拠点となる保健センターの整備 
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４．計画改訂の方向性 

 
（１）あらゆる主体の連携と協働によるみどりの確保へ 

みどりの量に関する確保目標では、公園緑地等については当面目標を達成しましたが、

一部の項目については達成することができませんでした。しかし、「水や緑、公園など、

自然環境のよさ」に対する市民満足度は高く、その意味では本市におけるみどりの量

は一定充足しているとみることができます。 
一方、都市におけるヒートアイランド対策や CO2吸収源として緑量を増やすことは喫

緊の課題です。そのためには公園緑地による緑化だけでなく、市民・事業者・市等あ

らゆる主体が連携・協働し、全ての公共施設及び民有地による緑化へと取り組みの幅

を広げていくことが求められます。 
 
（２）みどりの効果が最大に発揮される配置を目指して 

伊丹市は全域が市街化されたまちであり、この限られた市域のなかで新たに大規模

なみどりを確保することは困難です。したがって、小さなみどりであっても、その効

果が何倍にも広がるような最適な配置計画を行うことが求められます。 
 
（３）みどりの更なる質の向上へ 

みどりが本市のまちづくりに貢献するためには、みどりのもつ多様な機能を最大限

に発揮させる必要があります。そのためには、公共空間のみどりの管理に市民が協働

し、その管理水準を高めていくことが求められます。 
 

（４）生物多様性の保全と再生を目指して 
生物多様性とは、すべての生き物の間に違いがあることであり、遺伝子、種、生態

系の 3つのレベルでの多様性があるとされています。古来、私たちは、日々の生活の中
で生物多様性から、さまざまな恩恵を受けています。この生物多様性を持続していくた

めには、計画的に生き物の生息生育環境の創出、保全、再生およびネットワーク化を進

めることが求められます。 
                     
 
 
 
 
 
 
 

オニバス カワセミ シルビアシジミ 
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第３章 計画の基本方針とみどりの将来像 

 
１．計画の基本方針 

総合計画では、基本目標である「市民が主体となったまちづくりの実現」のために、「参画

と協働による市民自治」「多様性を認め合う共生社会」「自立的な行財政運営」の 3点を、施
策展開にあたっての基本方針として定めています。また、これらの目標と方針を踏まえた 4つ
の政策目標が設定されています。 
本計画では、あらゆる主体の連携と協働の取り組みとして、この 4 つの政策目標「支

え合いの心でつくる安全・安心のまち」「未来を担う人が育つまち」「にぎわいと活力にあふれ

るまち」「環境が大切にされ暮らしやすさと調和したまち」と連動し、みどりの基本方針を以

下のように改訂します。 
 

（１）支え合いの心でつくる安全・安心のまち【防災系統、文化・レクリエーション系統】 
広域防災帯として機能する道路、公園緑地などの緑化を推進し、良好に維持すること

で、災害時の延焼遮断空間や避難路等の確保及び雨水浸透による水害の軽減を目指し

ます。また、いたみ健康づくり大作戦と連携し、水とみどりの散策道沿いの緑化や公

園のユニバーサルデザイン化を進め、その安全性・快適性の向上に努めます。 
（２）未来を担う人が育つまち            【文化・レクリエーション系統】 

公園利用の多様化や年齢構成などの変化に対応するため、地域の利用ニーズに対応し

た新たな機能を付加するなど、地域住民と市が一体となって身近な公園の再生に取り組み

ます。また、自然体験や農体験、みどりづくりなど、市民が交流し親しめるみどりの

オープンスペースの創出に努めます。 
（３）にぎわいと活力にあふれるまち  【文化・レクリエーション系統、景観形成系統】 

本市を代表する公園緑地については、これまで以上にその特色を活かし中心市街地

と連携することにより、更なる相互の活性化に努めます。中心市街地においては、市

民はもとより、伊丹を訪れる多くの人々が憩い交流できる場となるよう、みどり豊かな魅

力ある空間の形成に取り組みます。生産緑地の集積地域では、農業振興のための事業を

重点的に行うなど、活発な生産活動を支援します。 
（４）環境が大切にされ暮らしやすさと調和したまち   【環境・生物多様性保全系統】 

みどりをヒートアイランド対策など都市環境の緩和に効果的に機能させるため、自

然環境や農地の保全、公共施設の緑化、また、緑地保全地区・風致地区の指定、緑地協

定、工場緑化協定、市民緑化協定等により、一層のみどりの保全と創出に努めます。 
市内に残された身近な自然環境は、市民のうるおいと安らぎの場として、次の世代

に引き継ぐ貴重な財産として保全します。そのために、新たに「生物多様性いたみ戦略」

を策定し、都市における生物多様性の保全・再生・創出に積極的に取り組みます。 
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２．みどりの将来像 

 
猪名川・武庫川といった水の流れが広がり、長尾山系や六甲山系などからは自然の息吹が流

れ込む。このような伊丹の地理的特性を活かした前計画の将来像を引き継ぎ、その実現を目指

していきます。 
 
 

   

 

 
 
 

みどりの将来像実現のための取り組み方針を「計画テーマ」として、次のように設定

します。 
 

 

 
 
 
 

 
多様なみどりの効用を最大限に発揮させ、より快適な生活を実現するために、市民みんながそ

の主体者として、みどりを守り、育み、次世代へと引き継いでいくことが必要です。その

ための計画テーマを「多様なみどりを市民みんなで守り、育み、未来へつなぐ」とし、さま

ざまな施策推進により、みどりの目標、更には将来像の実現を目指します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

≪計画テーマ≫ 

～多様なみどりを市民みんなで 
    守り、育み、未来へつなぐ～ 

≪みどりの将来像≫ 

『人と生き物が共生し、水とみどりの潤うまち＝伊丹』 
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３．みどりの系統別配置方針 

みどりの主体的機能である防災、環境保全、文化レクリエーション、景観形成の 4系統別
に緑地配置の方針を設定します。 

 
（１）防災系統の配置方針 

「伊丹市地域防災計画」を踏まえ、災害発生時などにおける避難所への通路の確保など、

居住者にとっての安全な生活環境づくりを目的として、みどりの配置を行います。 
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（２）文化・レクリエーション系統の配置方針 
自然とのふれあいなど、市民の多様なニーズに対応するとともに、日常的かつ身近な

レクリエーションの場を確保することを目的として、昆陽池公園、伊丹スカイパーク、

荒牧バラ公園、猪名川河川敷緑地などの既存の施設を活かしながら、都市空間特性を

踏まえた配置を行います。 
また、「いたみ健康づくり大作戦」の推進と連携し、市民会議等からの提言による

「金岡雨水幹線沿道」と「伊丹市の水とみどりの散策道ネットワーク」を市民の歩く

道として配置します。 
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（３）景観形成系統の配置方針 
社寺林や河川などの自然資源と伊丹郷町や旧西国街道や有馬道などの歴史的資産、

都市景観を形成するみどり、風致地区などの良好な住環境を形成するみどりなどを保全、

活用、創出し、伊丹らしい景観を形成することを目的として、配置を行います。 
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（４）環境・生物多様性保全系統の配置方針 
ヒートアイランド現象の緩和など都市の微気象調節や大気浄化、騒音や振動の緩和

など、市民の生活環境の維持・保全の確保を目的として、配置を行います。 
また、自然環境との共生、また生物多様性の保全を目指して、本市のみどりの骨格と

なる昆陽池公園や伊丹緑地、猪名川などのみどりと、身近な環境を構成する近隣公園や

都市緑地などのみどりとの生態系ネットワークを踏まえた配置を行います。 
 
 
 
 
 



 

25 

４．水とみどりのネットワーク形成 

計画の基本方針を踏まえ、伊丹市のみどりの将来像である「人と生き物が共生し、水とみ

どりが潤うまち＝伊丹」の実現を目指して、4系統の配置方針及び第 4章の内容に従い、総
合的な水とみどりのネットワークを形成します。 
 
（１）みどりのコア 

みどりのコアは、昆陽池公園から瑞ケ池公園、緑ケ丘公園、伊丹緑地を経て、阪 
急伊丹駅やＪＲ伊丹駅周辺と市役所周辺を一部道路軸などを利用して環状につなぐ、みど

りのエリアで、伊丹市を代表するみどりの中心として位置付けます。 
 
（２）グリーンライン 
   グリーンラインはみどりの骨格を形成するみどりで、みどりのコアと結んで市域全体

に広げてゆきます。グリーンラインには、天神川、天王寺川、金岡雨水幹線、国道 171
号、新幹線付属道路、伊丹飛行場線、空港周辺緩衝緑地などを位置付けます。 

 
（３）親水軸 
   親水軸は都市の骨格を構成し、自然の息吹を受け入れる河川軸で、市域を縦断す

る猪名川と武庫川を位置付けます。 
 
（４）みどりの拠点 
   みどりの拠点は「みどりのコア」を構成するエリアで、市民が日常よく訪れ、良好

な生活環境を確保する上で、重要な場所です。本市を代表する昆陽池公園や瑞ケ池公

園、緑ケ丘公園のほか、「伊丹市都市計画マスタープラン」における「にぎわい交流ゾ

ーン」と「市民ふれあいゾーン」をみどりの拠点として位置付けます。 
 
（５）みどりの地域拠点 

みどりの地域拠点は、「みどりのコア」や「グリーンライン」「サブグリーンライン」

によりネットワークされる、地域に密着した近隣公園や学校などの身近なみどりのオー

プンスペースです。地域を特徴づける「シンボルのみどり」や身近なみどりの活動拠点

となる「コミュニティのみどり」などの機能を有します。 
 

（６）サブグリーンライン 
サブグリーンラインは「みどりの拠点」「みどりの地域拠点」間をネットワークする道

路や河川、緑道、水路の沿道などを地域の身近なみどりの軸として位置付けます。また、

「みどりのコア」や「グリーンライン」などに容易にアプローチするための遊歩道として

の役割も担っています。 
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５．生物多様性の保全方針 

都市生活による自然資源の消費は、国内外の生態系に大きな影響を与えています。そのた

め、生物多様性の保全に対する国際的な関心が高まり、都市に生活する市民一人ひとりに、ま

ず生物多様性の重要性を理解することが求められています。 
本市は古くから豊かな自然環境に恵まれ、その中で多様な生き物がみられていました。し

かし、近年、その生息生育環境の減少や質の低下、ヒートアイランド現象、外来種の侵入

などによって、生物多様性は大きな危機に直面しています。 
本市では、平成 18年度から昆陽池の水辺環境の保全と再生に、市民の参画協働により取

り組んでいます。水辺でのホタルやオニバスの再生と、樹林地の植生管理が活動の中心です

が、最近は、小学校の環境学習支援や地域産苗木の栽培なども始まっています。 
今後は、こういった取り組みを多様な主体の参画協働により他の公園緑地等にも拡充し、

その生物多様性を確保する中で、次世代を担う子どもをはじめとした市民に自然や生き物とふ

れあう機会を提供し、自然の仕組みや生物多様性保全の意義などを、より深く理解してもら

うための場とします。 
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このような背景のもとに、本市における生物多様性の保全と再生についての目標を市

民・事業者・市が共有し、市の各種施策と連携し、その取り組みを総合的かつ計画的に推進

します。 
 
 
＜参考＞みどりの都市構造（都市計画マスタープランより） 

都市計画マスタープラン 2011 においては、これからのまちづくりには、豊かな生活をおくるための拠点

を充実し、成熟社会にふさわしい都市構造の確立が求められることから、「自然アメニティ核」と「自然ア

メニティ軸」の充実を図るとしています。 

（１）自然アメニティ核 

 ①公園緑地核 

自然アメニティ核の中心となる昆陽池公園、瑞ケ池公園、緑ケ丘公園を含む一帯の緑地を公園緑地核

として位置付け、生物多様性に配慮するなかでその生態系や景観の保全・再生を図ります。 

②都市農業緑地核 

生産緑地が集積する東部及び北部の 2箇所を都市農業緑地核とし、その維持・活用を進めます。 

（２）自然アメニティ軸 

自然アメニティ核同士のつながりを作り出し、市内の様々な地点からの利用が可能となる広域的な水と

みどりのネットワークを形成するため、猪名川、武庫川を親水軸、昆陽池、瑞ケ池などをグリーンライン

として位置づけ、これらによって構成される自然アメニティ軸の充実を図ります。 

都市構造パターン図（都市計画マスタープラン 2011より作図） 
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６．計画の目標 

 
みどりの将来像によって、伊丹市のより良いまちづくりを実現するために、「多様なみどり

を市民みんなで守り、育み、未来へつなぐ」との計画テーマのもと、平成 32 年度を目標年
次とした総合的なみどりの確保目標を次のように設定します。 
 
（１）ヒートアイランド現象の緩和や水害の軽減など、安全で安心な市民生活が送れるように、

水とみどりの環境を保全し創出します。前計画では、目標指標を樹木・樹林地に限定して

いましたが、本計画では広く草地や水辺なども含めた「みどり」（P3参照）としています。 
 
 
 
 
 
 
 

（２）すべての市民の身近な範囲に、公共的なみどりのオープンスペースを確保し、健康・

安全で生きがいやにぎわいを感じることのできる市民生活を実現します。 
 
 
 
 
 
 

 
（３）生物多様性保全や景観・安全等に配慮するなかで、みどりのさらなる質の向上により、

伊丹市の自然環境に対する市民の高い満足度が得られるよう努めます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市域面積に対する、水やみどりで被われた面積の割合 
（みどり率）を３５％とします 

水や緑、公園など自然環境のよさに満足する 
市民の割合を７０％とします 

①市域面積に対する、永続性のある緑地の面積を２０％とします 

②市民１人当たりの都市公園面積を６.１㎡とします 
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第４章 永続性のある緑地の確保方針 

 
１．公園緑地等 

前計画における公園緑地等の整備計画で求められた公園緑地の整備は、ほぼ計画通りに進

捗し、平成 20 年度の伊丹スカイパークの完成をもって大規模な整備事業は概ね終了してい
ます。今後は、公園施設の長寿命化と再整備を図り、地域住民とともに適切に管理していく

ための取り組みを促進します。 
市民の身近なみどりである公園緑地等については、これからの地域におけるまちづくりに効

果的に機能させるため、それぞれ地域の利用ニーズに即した公園の再生を推進するととも

に、その柔軟な利活用を図るため、条例、規則等の見直しを行います。また、大規模公園等

については、本市を代表する特色ある公園として充実していきます。 
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（１）住区基幹公園等 
  ①街区公園 

街区公園は市民にとって、もっとも身近な公園であるため、街区内（約 500ｍ四方）に
1 箇所以上の確保に努めています。現在 92 箇所 16.69ha が開設しています。不足し
ている一部の地域では、既存の児童遊園地でその機能を補完できるようにその充実

を図ります。 
施設の再整備にあたっては、防災活動の拠点としての機能に配慮するとともに、

地域の憩いの場として、また、子どもの活動的な遊びの場として、地域の利用ニーズを

踏まえた整備を図ります。 
また、維持管理などを含む公園の運営面でも地域住民などによるボランティア活動の

積極的な参画を募り、街区公園等維持管理協定等の活用により、その活動を支援

します。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ②近隣公園 

市内には 9 箇所 12.2ha が開設されています。地域を特徴づけるみどりのシンボル
や災害時の一時避難所となる防災拠点、多様な生き物の生息空間や、地域住民の憩い・

スポーツ・レクリエーションの拠点など、それぞれの地域特性を踏まえた公園として

管理運営を行います。 
  荒牧バラ公園は、世界のバラが咲き競う公園として、今では本市を代表する公園と

して広く知られるようになっています。今後も、バラ公園として管理を充実し、隣接

する「みどりのプラザ」と連携を図り、その特色を活かした公園として維持・継承

していきます。 
また、昆陽南公園と笹原公園は、地元住民組織による公園計画づくりワークショップを

重ねて整備に至ったもので、開園後の運営管理も地元団体が行っています。他の近隣

公園においても同様に、地域住民とともに適切に管理していくための取り組みを推進

します。 

…街区公園(尼ケ池公園)… …街区公園(中野行浪公園)… 
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③地区公園  
      本市が開設している地区公園は、緑ケ丘公園１箇所、7.8haです。市内では最も

古い公園です。大きく成長した樹木の緑陰が水面に映る風情のある公園で、都市化で

姿を消した生き物が多く残る貴重なみどりのオープンスペースとなっています。今後も、

貴重種の保全をはじめ、生物多様性の視点をもった管理が求められます。 
緑ケ丘公園には、約 50種 400本の梅林があり、市内外の多くの人々に親しまれて

きました。今後も、伊丹ならではの自然と文化を誇れる魅力ある公園として育成して

いきます。 

…地区公園(緑ヶ丘公園の梅林)… 

…近隣公園(荒牧バラ公園)… …近隣公園(荒牧バラ公園)… 

…地域による清掃活動(笹原公園)… …近隣公園(笹原公園)… 

…近隣公園(昆陽南公園)… …花壇づくり(昆陽南公園)… 
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（２）都市基幹公園等 
規模が大きくまとまったみどりを提供し、水とみどりのネットワーク形成の中心と

なる公園です。生き物とふれあえる場として、また、防災上の拠点としても重要な役割を

担います。伊丹市では、総合公園の昆陽池公園（27.8ha）と風致公園の瑞ケ池公園
（19.3ha）が開設されています。 

 
  ①総合公園 

      昆陽池公園は、市の中心部にあり瑞ケ池、緑ケ丘の各公園に連なることから、静かな

憩いの緑地として、「人と鳥とのこころのふれあう場」「都会の中にある静寂そのものの

世界」をコンセプトとした市内で唯一の総合公園です。野鳥公園として全国によく

知られており、市民の自然学習の拠点として伊丹市昆虫館が設置されています。 
 近年、12.5ha の自然池では、池水の富栄養化によるアオコの大発生などで水質悪化
が急激に進んだことから、市では水質浄化対策として底泥の浚渫を行い、引き続き工

業用水を導水し、水量と水循環を確保することで水質の保全に努めています。 
平成 18年度から市民とともに、長年の水質悪化により疲弊した水辺環境の保全と

再生に、生物多様性保全の視点から取り組んでいます。今後、さらにその活動を拡充し、

伊丹を代表する大切な自然資源として、将来にわたって維持・継承します。 
 

 

 

 

 

 
 
  ②風致公園 

本市では、広大な水面と六甲山を眺望できる瑞ケ池公園を風致公園として位置付けて

います。この風致の優れた良好な景観と自然環境を今後も保全していきます。池の

周囲には桜が植えられており、素晴らしい眺望に映える桜が毎年観られます。また、

トリムランニングコースも設定され、市民の健康づくりや体力増進に活用されて

います。 
 
 
 
 
 

…総合公園(昆陽池公園)… 

…風致公園(瑞ケ池公園)… 
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（３）都市緑地等 
  ①都市緑地 

市街地における自然環境を保全・活用することを目的に、生き物とふれあう緑地

空間として、また、都市景観の向上や都市環境の改善を目的として整備しています。

これまでに伊丹緑地や天神川緑地、西池・黒池緑地など 20箇所 22.34haが開設して
います。今後も、みどり豊かな環境を維持・継承するとともに、適正な維持管理に

より安全性と快適性の向上に努めます。 
本市を縦断する猪名川や武庫川は、自然アメニティ軸として、また、水とみどりの

ネットワークにおいてもっとも重要な親水軸で、河川敷を自然とふれあえる場として

整備しています。また、災害時の防災利用やレクリエーション利用にも貴重な場と

なっています。 
しかし、河川敷の利用が進む中で、生き物の生息・移動軸としての機能が低下して

いるため、今後は、生き物の生息環境としての生物多様性の保全と再生に配慮し、

維持・継承します。 
  
 
 
 
 
 
 
 

②緩衝緑地 
    航空機の騒音を緩和し、市民の生活環境を守り、東部地域のグリーンラインの翼を

担うみどりとして、大阪国際空港に隣接して、大阪国際空港周辺緑地 8.7haを整備
しました。「伊丹スカイパーク」の愛称で親しまれ、市内外から多くの来園者を迎えて

います。これからも新たな魅力を創出し、来園者増を図るとともに、地域のコミュ

ニティとの連携を強化し、周辺地域を活性化する取り組みを進めます。 
 

  
 
 
 
 
 
 

…緩衝緑地(伊丹スカイパーク)… 

…瑞穂緑地… …天神川緑地… …西池･黒池緑地… 
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（４）公共施設緑地 
   公園緑地の機能を補完するオープンスペースと位置付け、以下の施設の充実、活用を

図ります。 
 

①児童遊園地 
    本市では、児童遊園地を街区公園の役割を補完する施設として位置付けています。

今後は、子どもや幼児の遊び場としてだけではなく、高齢者等も憩える広場として、

地域にもっとも身近なオープンスペースとして、維持管理に積極的な市民参加を呼び

かけます。一方、少子化などで利用頻度が少なくなった児童遊園地については、統合

整理を検討し、廃止もしくは地域ニーズに対応した機能の再構築を行います。 
 
 
 
 
 
 
 
 

②公園緑地以外の運動施設 
 公園緑地以外の既存の運動施設を市民の身近なスポーツ、レクリエーションの場    

として維持、活用していきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 

③学校グラウンド 
    市内にほぼ均等に配置されている公立学校グラウンドは、災害時の一時避難所として

位置付けられており、市民のスポーツニーズに応えるとともに、地域協同の庭として、

また、地域の運動拠点や多目的交流空間となる地域に開かれた学校としての活用を

図ります。 
 
 

…宮西ガーデン… …中野北児童遊園地… 

…伊丹スポーツセンター… 
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  ④みどりのプラザ 
    みどりのプラザでは、季節毎の植物や花に関する展示や園芸植物の栽培講習会、

ハーブなど植物や花を活用する講習会、春・秋の園芸市など、緑化啓発・園芸振興等の

催しを行っています。今後も、その活動を推進します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．地域制緑地 

（１）法により担保されるみどり 
①風致地区及び緑地協定区域 
 快適な住環境や良好な都市環境、そして生き物にとって大切な生息環境を維持する

ため、現存の 3地区 122haの風致地区および緑地協定区域 1地区 23.8haを維持・
継承します。 
 
②生産緑地 
農産物が生産されている農地は、都市の貴重なみどりのオープンスペースであり、

景観的にも優れています。都市において、農地は新鮮で安全・安心な農産物の供給

基地としての役割に加え、緑地、防災空間、ヒートアイランドの緩和、遊水機能、

市民農園利用などの多面的機能を持っています。そのため、公園や緑地の整備や維持

管理などとあわせて農地の保全を効率良く進めることで、都市の快適さや機能性を

高めていく必要があります。 
現在、市内の農地のうち 106.26haを生産緑地地区に市指定していますが、残る農地に
ついても生産緑地地区への追加指定に努めます。また、農業者のみならず市民による

農地の利用、伊丹産農産物の積極的活用を一層進めることにより農地の保全に努めます。 
 
 
 
 
 
 
 

…植木市… 

…風致地区(緑ケ丘)… …生産緑地地区(東野)… 

…外観… …講習会… 
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③都市施設緑地 
    都市計画決定された猪名川、武庫川の河川水面は、貴重な潤いあるみどりのオープン

スペースであり、かつ生き物の生息環境となっている都市施設緑地として位置付け、

生物多様性保全に配慮し、維持・継承します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）市条例により担保されるみどり 

①緑地保全地区の指定 
 「伊丹市緑地の保全および緑化の推進に関する条例」に基づき指定される緑地保全

地区は、市内の良好な自然環境として保全されているもので、これまでに市内の大半の

社寺林および伊丹緑地の計 25箇所 8.81haを指定しています。 
伊丹緑地は延長約 1.4km の緑道として、伊丹段丘東縁の自然林のなかに整備し

たもので、四季を通して多くの人々の散策に利用されており、その良好な自然環境

を維持・継承します。 
 

②保存樹木の指定 
    美観や風致を維持するために、保全が必要な高木や名木などを、市条例に基づく

保存樹木に指定します。また、保全が必要な現存樹木や新しく植栽された樹木などに

対しても保存樹木の追加指定を行うなど、市民とともにその保全に努めます。 
 
  ③景観重要樹木の指定 
    地域の良好な景観形成のために重要な樹木について、その指定を検討します。 
 
 
 
 
 
 
 
 

…猪名川… …武庫川… 

…緑地保全地区(伊丹緑地)… 保存樹木ケヤキ(大鹿) 保存樹木クスノキ(野間) 
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④天然記念物の保全（県・市条例） 
 法厳寺の大クス（県指定）や中野稲荷神社のイヌマキ（県指定）、浄源寺のイチョウ

（市指定）、猪名野神社のムクロジ（市指定）は、天然記念物に指定されている貴重な

樹木であり、伊丹市の貴重なみどりの財産として次代へ継承します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑤工場緑化 
    現在、工場緑化については、38 ヵ所の事業所で「工場等の緑化に関する規則」

に基づき敷地内の緑化に取り組んでいます。その緑地面積は 20.28haで、比較的大き
なみどりが生育している工場も見られます。今後は、屋上や壁面など特殊空間の緑化、

維持管理における質の評価等を加えるなど、緑化制度を見直す中で、これらの維持・

継承・創出に努めます。 
  
 

…工場敷地内の緑化… 

…法厳寺の大クス… …浄源寺のイチョウ… …中野稲荷神社のイヌマキ… 猪名野神社のムクロジ 
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第５章 みどりの施策展開 

 

１．施策の体系 

「人と生き物が共生し、水とみどりの潤うまち＝伊丹」の実現には、計画の基本方針に沿

って市民や事業者、市がともに参画し協力しあって施策を展開していく必要があります。ま

た、これらの施策は組み合わせて実施することにより、相乗的な効果が期待できます。本計

画では、総合計画に掲げられた施策目標と主要施策を受けて、みどりに関する具体的な施策展

開を図ります。 
 

⑨市民による自然環境の保全と再生

施策目標 主要施策 施策方針

環境適合型社会の実現 地球環境を大切にするまち

②水循環の再形成

①地球温暖化対策

自然環境との共生

水とみどりの豊かな自然環境の創出と再生

⑥道路・学校園・公共施設等のみどりの充実

④廃棄物の減量化と再資源化の推進

【政策目標４】　環境が大切にされ暮らしやすさと調和したまち

③環境教育・環境学習の推進

資源循環のまちづくり

④持続可能な環境をつくる都市農業の推進

②暮らしやすく、集い学べる、歩いて楽しいまちなかづくり

伊丹都市ブランド戦略の推進

空港を活かしたまちづくり 空港との共生の推進 ⑤空港を活かした活性化への取り組み

ライフステージごとに学び活躍する人づくり

⑦市民・事業者による身近なみどりの充実

⑤魅力ある公園緑地づくり公園とみどりの充実

③社会教育施設等の効果的活用

④伊丹の特色を活かした学びの創出

都市農業の振興

①地域資源のブランド化と観光資源の開発

生涯スポーツの推進 ⑤生涯スポーツの環境づくり

【政策目標３】　にぎわいと活力にあふれるまち

主要施策施策目標 施策方針

施策目標 主要施策 施策方針

②いたみ健康づくり大作戦の推進健康で安心して暮らせる地域保健・医療

個性とにぎわいあるまちづくり

中心市街地の活性化

③文化財の保存と情報発信

活力ある地域産業の振興と創出

文化資源の保存・継承・活用

⑧自然環境との共生と生物多様性の保全と再生

【政策目標１】　支え合いの心でつくる安全・安心のまち

【政策目標２】　未来を担う人が育つまち

施策目標 主要施策 施策方針

安全・安心のまちづくり 災害に強いまちづくり

自分で、地域で、健康づくり

①災害に備えた環境整備

子どもの育ち・若者の自立を支援す
る環境づくり

①子どもの育ちの支援
子ども・若者・家庭・地域がともに育ちあう
環境づくり

生涯にわたる主体的な学習の支援 ②市民の主体的な学習や活動の支援
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２．施策展開 

施策の体系において、とくに重要な施策について、具体的な内容を以下に示します。 
 
【基本方針１】支え合いの心でつくる安全・安心のまちづくり 

（１）災害に備えた環境整備 
  ①広域防災帯としての道路、公園緑地、河川等の保全・充実 
・防災ネットワークとして位置付けられている猪名川や武庫川、天神川、新幹線高架

沿い、国道171号と176号を基軸としながら、災害時の延焼防止や避難路確保のため、
広幅員の道路と沿道の緑化を推進します。 

  ②みどりのオープンスペースにおける雨水調整機能の向上 
・公園や道路の整備・改修時には原則として透水性舗装を行うとともに、集中豪雨時の

公園広場や学校グラウンドにおける雨水流出抑制機能の向上に努めます。 
  ③斜面地の法面保護対策の充実 

・公園緑地における斜面地の法面については、表土流出抑制のための土留柵等の設置、

また、急傾斜地においては法面の保護対策を進めることにより、災害時の被害の軽減に

努めます。 
  ④公園施設の再整備および安全管理の推進 

・遊具などの公園施設は、長寿命化計画に基づく計画的な維持補修を行います。 
・公園施設の構造や配置については、国などが策定する安全基準を満たすことはもと

より、利用実態を踏まえた適切な安全管理を行います。 
・公園内の樹木については、防犯上の観点から公園内の見通しに配慮した維持管理を

行います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）いたみ健康づくり大作戦の推進 

①ウォーキングコースの安全で魅力ある緑化の推進 
        ・コース沿いの公園等の公共施設において、市民や事業者との協働のもとに草花の植栽や

花木などによる緑陰を充実させ、市民等が日常生活の中で、快適に楽しく歩ける散策道

づくりを推進します。 
 

…国道沿いの緑化… …県道の街路樹… …再整備後の街区公園… 
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  ②公園・緑道のユニバーサルデザイン化と健康器具の設置 
   ・公園・緑道のユニバーサルデザイン化を推進するとともに、高齢者等の健康運動を

目的とした健康器具の設置を進めます。 
                              
 
 
 
 
 
 
【基本方針２】未来を担う人が育つまちづくり  

 
（１）子どもの育ちの支援 
  ①子どもたちがのびのびと運動できる公園づくり 

・地域の合意形成のもとに、子どもがのびのびと運動できる場を、身近な公園等に確保

するよう努めます。 
②子育て世代が楽しく交流できる公園づくり 

  ・子育て期にある市民等が公園に集い、ともに楽しく遊べる空間づくりを進めます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）市民の主体的な学習や活動の支援 
  ①コミュニティのみどりづくり活動フィールドの拡充 
・地域の緑化活動拠点となるフィールドを確保し、地域のコミュニティの醸成を図り

ます。 
②自然体験や農体験フィールドの拡充 
・自然体験学習、市民農園、学童農園、体験農園のフィールドを拡充することにより、

子どもたちをはじめ多くの市民の自然体験の場、また、農作業に参加する機会や生産者

との交流の場を創出し、自然および農への正しい理解を深める機会を増やします。 
 

…散策道(瑞穂緑地)… …散策道(伊丹緑地)… …散策道の案内板(荒牧)… 

…中野明神公園(街区公園)… …中曽根公園(街区公園)… 
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（３）社会教育施設等の効果的活用 

①昆虫館における自然学習の推進 
・昆虫館では、従来昆虫をベースとした自然学習を推進していますが、今後は自然環境

全般にわたる市民の学習ニーズに対応できる施設とするため、従来の事業に加え、 
地域の動植物全般に関する情報を蓄積・発信し、市民の自然学習を支援・推進します。 

 
（４）伊丹の特色を活かした学びの創出 
  ①伊丹の自然資源を活用した学習の拡充 

・ 昆陽池公園や緑ケ丘公園、伊丹緑地、猪名川など良好な自然学習の場が存在しますが、

市民等との協働により自然資源の発掘に取り組み、学習機会の充実に努めます。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

収穫したもち米で餅つき 稲刈（5.・6年生） 

代かき（1・2年生） 

 

…フィールドでの自然学習… …ドングリ観察(緑ケ丘公園)… …丸太切の実習(昆陽池公園)… 

…小学校と地域の連携による米づくり体験(昆陽南公園学習農園)… 

田植（3・4年生） 田植（3・4年生） 

作業後の説明 
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（５）生涯スポーツの推進 
  ①生涯スポーツの環境づくり 
・散策やジョギング、体操、軽スポーツなど、個人やグループ等が楽しみながら健康

増進や交流の輪を広げる場としての緑道や公園施設などの環境づくりを進めます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【基本方針３】にぎわいと活力にあふれるまちづくり 

 
（１）自然資源のブランド化と観光資源の開発 
  ①特色ある大規模公園の魅力発信 
・昆陽池公園は「自然と野鳥」、伊丹スカイパークは「空とみどり」、荒牧バラ公園は

「世界のバラ」として、それぞれに高い知名度を誇る公園ですが、その特色をさらに

活かした整備・充実を行い、全国に発信していきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…ラジオ体操(笹原公園)… …ジョギング(瑞ケ池公園)… 

…マガモ(昆陽池公園)… 

…伊丹スカイパーク… …荒牧バラ公園… 

…昆陽池公園… …昆陽池公園の夕暮れ… 
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  ②地域の自然的な歴史文化を再認識できる場の確保 
  ・古くから地域で培われてきた歴史や自然環境について、風致地区、緑地保全地区、

生産緑地地区、景観重要樹木、保存樹木、天然記念物等に指定し、市条例や協定などに

より保全・継承します。 
 
（２）暮らしやすく、集い学べる、歩いて楽しいまちなかづくり 

①中心市街地における魅力あるみどり空間の形成 
・景観施策と連携し、地域住民の協力のもとに、市民が伊丹らしさを感じ、集い憩う

空間としてふさわしい緑化を図ります。そのために、道路の街路樹を、伊丹の歴史・

文化を象徴する建物と調和したみどりとして配置します。 
  ②中心市街地からの自然資源のネットワーク強化 
・中心市街地から諸地域の特色ある自然資源を結ぶ「水とみどりのネットワーク」を

整え、それらを積極的に情報発信することで本市の活性化を図ります。 
 
 
 
 
 
 

 
 
（３）文化財の保存と情報発信 
  ①天然記念物・景観重要樹木の指定 
  ・天然記念物に指定されている樹木については、積極的な保全と情報発信により、貴重な

みどりの財産として次世代に継承します。また、景観重要樹木の指定を検討し、地域の

良好な景観を形成する樹木の保全を図ります。 
 
（４）持続可能な環境をつくる都市農業の推進 
   ①農地の適正な保全と活用 

ⅰ）農地の利用促進を図ります。 
・農地貸借の促進・支援により農地を最大限に利活用できるよう取り組みます。特に

冬季の水田裏作農地貸借を推進することにより、農地利用を促進します。 
ⅱ）農地として適切な機能を果たせるよう農地パトロールを定期的に実施し、遊休農地の

解消を促進します。 
ⅲ）生産緑地の集積地域では、農業振興のための事業を重点的に行うことにより、さら

なる活発な生産活動を支援します。 

…中心市街地のみどり… 
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（５）空港を活かした活性化への取り組み 
   ①伊丹スカイパークの効果的利活用による地域の活性化の促進 

ⅰ）市内外からの来園者の増加を図るための取り組みを行います。 
・体験学習施設を利用した緑化啓発事業を推進します。また、岩屋遺跡など地域の

歴史・文化に触れ合う機会を提供し、郷土への愛着心を育みます。 
・計画的な公園施設の維持管理を行うとともに、緑化イベントをはじめとした公園の

魅力アップにつながる施設の充実を図り、マスメディアを活用した PR を積極的に
行います。 

ⅱ）自然池や体験学習施設を活用した環境学習を推進します。 
ⅲ）朝市の開催やひょうたん作り、植栽管理など地域住民が主体となった公園の利活用や

維持管理への取り組みを推進し、地域の活性化を図ります。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…市民農園… …市民農園… …学童農園… 

…朝市… 

…岩屋遺跡遺構復元展示… 

…夕暮れコンサート… 
 

…クリスマスイルミネーション… 
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【基本方針４】環境が大切にされ暮らしやすさと調和したまちづくり 

 
（１）地球温暖化対策 
   ①都市緑化の啓発促進 
   ・CO2吸収源対策および市民への地球温暖化対策の普及啓発として、グリーンカーテンを

はじめとした都市緑化を推進します。 
   ②CO2吸収源としての多様なみどりの保全と創出 

・本計画を推進する中で、CO2吸収源として機能する多様なみどりの確保に努めます。 
③市全域の緑化重点地区指定によるヒートアイランド現象の抑制 

   ・ヒートアイランド現象抑制のため、市内全域について、市・市民・事業者それぞれが

自ら主体となり、多様なみどりの充実に取り組むべく、市全域を緑化重点地区に指定

します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）水循環の再形成 
   ①公共施設や開発事業等における雨水貯留（雨水利用）・浸透施設の設置 
   ・公園や道路の整備・改修時には原則として透水性舗装を行います。 

・集中豪雨時の公園広場や学校グラウンドにおける雨水流出抑制機能について、検討を

進めます。 
 
（３）環境教育・環境学習の推進 
   ①家庭や地域、学校、職場などにおける環境教育、環境学習支援 

     ・自然体験学習に関する資料や情報等を昆虫館に蓄積し、広く市民等に公開、また、

積極的に情報発信することで、環境学習を支援します。 
 
 
 
 
 
 

…ゴーヤの実…  …ゴーヤによるグリーンカーテン… 

…市民活動(巨木観察会)… …植生調査の実習(昆陽池公園)… 
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 （４）廃棄物の減量化と再資源化の推進 

   ①みどりのリサイクルの推進 
・事業者自らがごみの減量化と再資源化に取り組むモデルとして、また、環境に配慮した

取り組みのＰＲとして、街路樹の剪定枝をチップ化し堆肥を作っています。現在の

堆肥化施設では堆肥化の量に限度があるため、今後は、生ごみ等と一緒に剪定枝を

堆肥化するなど、みどりのリサイクルについて幅広く検討を進め、ごみの減量化と

再資源化の推進に努めます。 
 
（５）魅力ある公園緑地づくり 
   ①身近な公園の再生計画の推進 
   ・地域住民の参画協働により、地域や地域資源に愛着を持って公園を育てる取り組みを

推進します。 
・公園等の清掃や除草・潅水などに関して、街区公園と都市緑地においては「街区

公園等維持管理協定」、児童遊園地においては「行政事務委託」により維持管理

が行われています。今後は、公園等の利活用も含め、地域がさらに積極的に公園等と

の関わりが持てるような制度へと発展させます。 
②特色ある大規模公園の魅力づくりの推進 
・昆陽池公園、伊丹スカイパーク、荒牧バラ公園など、本市を代表する公園緑地は、

それぞれの特色を更に活かした整備・充実を図ります。 
   ③在来の生き物に配慮した緑地の管理 

・地域毎の自然的特性を踏まえ、在来の生き物の生息生育空間としての配慮をもって、

みどりの維持管理に努めます。 
・地域の良好な自然を特徴付ける生き物について、その保全と再生に積極的に取り組み

ます。 
   ④昆陽池等の水質の保全 

・昆陽池については、工業用水を活用し、季節による水量調節等により、水量と水循環を

確保することで水質を保全します。 
・緑ケ丘公園上池と下池、西池と黒池等においても、良好な水環境の維持を図ります。 

 
 
 
 
 
 
 
 

…移入種トウネズミモチ除去… …クヌギの植栽管理… …地域産苗木ポット上げ… …地域産エノキ… 
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（６）道路・学校園・公共施設等のみどりの充実 

  ①街路樹の保全と整備 
・街路樹は地域の景観を形成する主要素で、緑陰の提供やヒートアイランド現象の緩和、

災害時の延焼防止などの効果があります。剪定などにより、街路樹としての良好な

管理に努めます。 
②学校緑化の推進 
・各学校園の敷地周囲や玄関周辺での草花栽培やプランターの設置、新入生記念植樹、 
企業の協力による植樹活動、ビオトープづくり、グリーンカーテンづくり、グラウンドの

一部芝生化など、緑化活動や維持管理面での地域の組織との連携や維持管理システ

ムなどを検討し、地域の実情に応じた学校緑化を推進します。 
  ③公共施設等（前掲を除く）のみどりの充実 

・地域に開かれた公共施設として親しまれ、市民共有の憩いの場となるよう、樹木や草

花の植栽のほか、グリーンカーテン、壁面緑化、屋上緑化、バルコニーなどの立体的

緑化によって緑視効果が高く、環境にやさしいみどりづくりに地域住民とともに取り

組みます。 
 
 
 
  
 
 
 
 
（７）市民・事業者による身近なみどりの充実 
  ①協働によるみどりづくりの推進 

・市民、事業者、市との参画と協働により、都市機能と調和させたみどりづくりを推進

します。 
・市民との協働による地域産苗木の栽培育成や生き物調査などの実施により、市民等への

啓発やきめ細かな地域資源等の発掘を行います。 
②市民緑化協定等による緑化推進 

   ・これまで、市民緑化協定等による緑化を進めてきましたが、今後も社会経済情勢に

応じ必要な見直しを行うなかで、コミュニティ花壇管理運営協定、緑化維持管理協定、

公園アダプト事業などの取組みを進めます。 
   ③工場緑化等の推進 

・「工場等の緑化に関する規則」に基づく緑化協定を見直し、工場の建て替え等に際し、

緑地の確保を、屋上・壁面緑化など特殊空間を含め、緑化の質を加味した制度に改訂

…保育所のグリーンカーテン… …グリーンカーテン(ゴーヤの花)… 
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します。同時に、カーボンオフセットによる緑化協定の仕組みを創設します。 
④みどりの指導者や活動の担い手、市民団体等を育成する制度の拡充 

  ・市民、地域がライフスタイルを見直すきっかけとして、地球温暖化対策や地域の個性を

活かしたみどりづくりに取組めるよう、支援制度や表彰制度の拡充を検討します。 
⑤情報交換と交流の場の充実 

  ・みどりに関する相談、研修、情報提供を充実し、市民が積極的に地域のみどりの創出に

参加できる仕組みづくりに取組みます。 
                                                          
 

 

 

 

 

                           

   
 
 

 

 

 

                                              

 
 
 
 
 
 
（８）自然環境との共生と生物多様性の保全と再生 

①「生物多様性いたみ戦略」の策定と推進 
・都市の生物多様性を維持するためには、市民・事業者・市が協働し計画的に生き物の

生息生育環境を創出・保全・再生し、そのネットワーク化を進める必要があります。 
・貴重種等が生息生育する拠点としての昆陽池公園や緑ケ丘公園等を生物多様性重要

地域に指定し、生き物の生息生育環境の質を向上させるなど、生物多様性の保全・

再生のための管理を進めます。 
・多様な主体の参画と人材育成、また、普及啓発等を推進するため、昆虫館を本市の

生物多様性支援拠点に位置付け、その事業展開を図ります。 

…花の植付(鴻池)… …花壇(昆陽寺前緑地)… …桜の管理(瑞ケ池公園)… 

…花の植付(瑞ケ池公園)… …植栽管理(天津緑地)…  

…種まき(昆陽南公園)… …苗圃づくり(昆陽南公園)…  

…花壇(笹原公園)… 

植栽管理(宮ノ前緑地)… …花の植付(宮ノ前緑地)… 
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②多様な生き物の生息・生育に配慮した環境整備とネットワーク形成 
・昆陽池・瑞ケ池・緑ケ丘の各公園を核とし、猪名川・武庫川および中央・北部・南部・

東部グリーンラインを、緑地や緑道、河川、街路樹、街角広場等で連続させ、生物

多様性に配慮した管理を充実させることで、生態系ネットワークの形成に努めます。 
③公園緑地等における生物多様性保全のための管理指針の作成 

     ・緑化木の選定や樹林地の管理方針、樹木の剪定基準、病害虫対策などについて、

基本的な考え方をまとめた指針を作成し、生物多様性に配慮した公園緑地等の適切な

維持管理に努めます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（９）市民による自然環境の保全と再生 
  ①自然体験学習の推進 

・市内の動植物全般にわたる多様な生き物やその保護管理、環境学習等に関する情報を

昆虫館に蓄積します。 
・昆虫館において自然体験学習を積極的に推進するとともに、生き物等に関する情報

発信を強化します。 
・次世代を担う子どもたちをはじめ幅広い市民に、自然体験学習などのプログラムを

提供するなど、生物多様性の保全・再生と野生生物に対する正しい知識の普及に向けた

市民等の学習活動や学校園等による自然体験学習を支援します。 
 ②野生生物の保護管理および外来生物等対策の実施 

  ・市民が大切にすべき生き物を選定しリストを作成するとともに、市民等の協働による

適切な保護管理に努めます。 
・地域の生態系に悪影響を及ぼす外来生物などの対策を進めます。 
③生物多様性の保全・再生に向けた市民活動等の支援 
・生物多様性重要地域において、生態系を保全・再生する活動に取り組む市民団体や

事業者等を支援します。また、その人材育成のための講座や研修、交流の機会を充実

します。 

…猪名川河川敷のヒメボタル群生地とヒメボタル… …昆陽池に再生されたヨシ原とオオヨシキリ… 



 

50 

 

＜参考＞昆陽池水辺環境再生事業 

 

 昆陽池水辺環境再生事業として、市民と行政が一体となり、昆陽池公園に豊かな動植物が 

育つ環境の再生に取り組んでいます。具体的には、エノキ、クヌギなどの落葉広葉樹林の整 

備、ホタルなどがすめる水路の環境整備、オニバス、ヨシなどの水生植物が広がる水辺環境 

整備など、これらの諸活動を市民団体と協働で進めています。 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

   
 
 

 
 

 

…野鳥の島クヌギ植栽市民参加イベント… …小学校 3年生環境体験学習… 

…ホタル里親 成虫観察会… …ホタル里親 幼虫放流会… 

…オニバス観察会… …中学生との魚類調査… 
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第６章 計画の推進にあたって 

  
  

前章で示した事業は、市の多くの部局にわたる内容となっています。また、地域の環境や

みどりづくりに関しては、市民・事業者もそれぞれの立場から主体的に取り組む必要があり

ます。そのため、本計画は、常に市民・事業者等と連携・協働して進めることにより、一層の

効果が得られるものと期待されます。 
  
 １．行政による計画の推進 

 
①本計画を推進する担当部局は、庁内の横断的な連携のもとに、総合的な計画の進行管理を

行います。 
②本計画を効果的に推進するため、公園緑地や緑化に関する条例、規則及び要綱等を見直

します。 
③国、県及び隣接市等が実施する計画や事業との連携を図り、広域的な環境軸の形成に

努めます。 
 
 
２．市民・事業者による取り組みの推進 

 

①生け垣やグリーンカーテンなど自宅の緑化や工場緑化など事業所の緑化・充実など 

②公園緑地や道路、学校園、公共施設等のみどりの育成活動等への参加・協働など 
③自然環境の保全・再生の活動や環境学習への参加・協働など 

 
 
３．計画の進行管理 

 
①本計画で示した各事業の進捗やみどりの状況などについて、環境基本計画年次報告等との

連携により定期的に市民に公表し、その情報を共有します。同時に、総合計画と連動し

適切な進行管理を図ります。 
②本計画においては、市民・事業者・市等あらゆる主体が連携・協働した取り組みとして

積極的に推進するため、（仮称）みどり推進会議の設置を検討し、適宜、事業の評価、

見直しを行うなど、その後の事業実施における実効性を高めます。 
③本計画の改訂は、概ね 10年を基本としますが、今後の社会情勢の変化や法制度の改正
などを踏まえ、柔軟に行うこととします。 
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資 料 編 

 

【資料１】伊丹市みどりの基本計画改訂委員会設置要綱 

 
 （設置） 
第１条 都市緑地法(昭和 48年法律第 72号)第４条第１項の規定に基づく伊丹市みどりの基本計
画を改訂するため，伊丹市みどりの基本計画改訂委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 
 （所掌事務） 
第２条 委員会は，伊丹市みどりの基本計画の改訂に関する事項について検討し，その結果を市

長に報告する。 
 （組織） 
第３条  委員会は，委員１０名以内で組織する。 
２  委員は，次に掲げる者のうちから，市長が委嘱する。 
（１） 学識経験者 
（２） 市民 
（３）関係団体を代表する者 
（４）事業者を代表する者 
（５）行政機関の職員 
 （任期） 
第４条 委員の任期は，前条第２条に規定する委嘱の日から平成２３年３月３１日までとする。

ただし，委員が欠けた場合の補欠委員の任期は，前任者の残任期間とする。 
 （委員長及び副委員長） 
第５条 委員会に委員長及び副委員長を置き， 委員の互選により，これを定める。 
２ 委員長は，委員会を代表し，会務を主宰する。 
３ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは，その職

務を代理する。 
 （会議） 
第６条  委員会は，委員長が招集する。 
２  委員会は，委員の過半数が出席しなければ，会議を開くことができない。 
 （庶務） 
第７条 委員会の庶務は，都市基盤部みどり公園課が行う。 
 （細則） 
第８条 この要綱に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は，委員長が委員 
会に諮って定める。 
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   付 則 
 （施行期日） 
１ この要綱は，平成２２年７月１日から施行する。 
 （この要綱の失効） 
２ この要綱は，平成２３年３月３１日限り，その効力を失う。 
 
 
【資料２】伊丹市みどりの基本計画改訂委員会 委員名簿 

  ※１）委員長 ※２）副委員長 

区分 氏名 所属・役職名 

平田
ひらた

 富士男
ふじお

※１） 兵庫県立大学大学院緑環境景観マネジメント研究科教授 

服部
はっとり

 保
たもつ

※２） 兵庫県立大学自然・環境科学研究所教授 学識経験者３ 

岡
おか

 絵理子
えりこ

 関西大学環境都市工学部建築学科准教授 

大河原
おおかわら

 大輔
だいすけ

 公募市民 

村上
むらかみ

 敦子
あつこ

 公募市民 市民３  

森井
もりい

 英雄
ひでお

 公募市民 

岩田
いわた

 武司
たけし

 伊丹市自治会連合会会計 

関係団体２ 

脇阪
わきさか

 尊
たかし

 兵庫六甲農業協同組合理事 

事業者１ 歌
うた

崎
ざき

 秀夫
ひでお

 伊丹商工会議所専務理事 

行政１ 橘
たちばな

 俊光
としみつ

 兵庫県県土整備部参事（景観・プロジェクト担当） 

 

 
【資料３】委員会開催経過 

 

開 催 月 日 項   目 内   容   等 

平成 22年 7月 1日 第 1回委員会 全体構想の審議 

平成 22年 7月 30 日 第 2回委員会 現計画の検証に関する審議 

平成 22年 8月 26 日 第 3回委員会 改訂計画の考え方の審議 

平成 22年 11 月 4日 第 4回委員会 改訂計画の骨子案審議 

平成 22年 12 月 1日 第 5回委員会 改訂計画の素案審議 

平成 23年 2月 7日 第 6回委員会 改訂計画の最終案審議 
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【資料４】伊丹市みどりの基本計画改訂のための庁内ワーキング委員会設置要綱 

（設置） 
第１条，伊丹市みどりの基本計画の改訂を円滑かつ効果的に行うため，伊丹市みどりの基本計画

改訂庁内ワーキング委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 
（所掌事項） 

第２条 委員会は，みどりの基本計画の改訂に関する事項を所掌する。 
（組織） 

第３条 委員会は，委員長，副委員長，および委員をもって組織する。 
２ 委員長は都市基盤部参事をもって充て，副委員長はみどり公園課長をもって充てる。 
３ 委員は，別表に掲げる者をもって充てる。 
 （職務） 
第 4条 委員長は会議を招集し，会務を統括する。 
2 副委員長は，委員長を補佐するとともに，委員長に事故あるときは，その職務を代理する。 

 (意見の聴取等) 
第５条 委員長は，必要があると認めるときは，委員会の構成員以外の者を会議に出席させて意

見を聴き，又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。 
 (庶務) 

第６条 会議の庶務は，都市基盤部道路公園室みどり公園課が行う。 
 (細則) 

第７条 この要綱に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は，委員長が定める。 
付則  

 （施行期日） 
１ この要綱は，平成２２年６月１８日から施行する。  
（この要綱の失効） 

２ この要綱は，伊丹市みどりの基本計画改訂の翌日をもって，その効力を失う。 
別表  
危機管理室主幹，総合政策部政策室主幹，総務部財政室財政課長，市民部まちづくり室まちづ

くり課長，市民部生活環境課長，市民部環境保全課長，健康福祉部地域福祉課長，健康福祉部

健康生活室健康福祉課長，健康福祉部住宅課長，こども部こども室こども企画課長，都市創造

部都市企画室主幹，都市創造部都市整備室都市計画課長，都市創造部産業振興室商工労働課長，

都市創造部産業振興室農政課長，都市基盤部都市基盤室水政課長，都市基盤部道路公園室道路

建設課長，都市基盤部道路公園室道路保全課長，都市基盤部道路公園室花みどり担当主幹，都

市基盤部道路公園室公園管理事務所長，教育委員会管理部施設課長，教育委員会学校教育部学

校教育室学校教育担当主幹，教育委員会生涯学習部社会教育課長，教育委員会生涯学習部スポ

ーツ振興課長，財団法人公園緑化協会事業課長 
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