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①担当部局による説明 

１）施策の目的 

首都圏にある中で、豊かな自然をたたえる戸田市では、市内を流れる荒川の水辺や生態系な

ど環境に配慮したまちづくりを通じて、循環型社会の構築など総合的な環境保全の取り組みを

進め、人と自然が調和する共生環境の創出を目指すこととしている。施策の目的については、

花と緑に囲まれながらやすらぎと潤いのある生活が送れるよう、緑地空間を創造していくこと

としている。施策の主な取組は、①保存樹木の指定や緑化奨励制度の推進、②水と緑のネット

ワーク形成の推進、③都市農地の保全活用、④市民緑地の指定である。 

 

２）事務事業の妥当性 

①保存樹木の指定や緑化奨励制度の推進 

【保存樹木の指定、各種緑化活動の推進】 

昭和 49 年７月に戸田市緑化推進条例が制定され、良好な自然や生活環境を確保するため、

樹木の保存と緑化を推進し、緑あふれる住みよいまちづくりを図ることとして事業を進めてい

る。市の総合振興計画、都市マスタープランと関連した「みどりの基本計画」を平成 10 年３

月に策定し、公園や緑地の整備、緑化の推進を行っている。事務事業の「保存樹木補助金事業」

「生け垣等設置奨励補助金事業」「屋上緑化奨励補助金事業」「苗木の無料配布事業」について

は、緑化推進条例、緑の基本計画に基づき推進している事務事業である。 

【生け垣等設置奨励補助金事業、屋上緑化奨励補助金事業】 

実際に市民の方に緑を増やしてもらう事業であり、都市の景観や環境の改善に寄与する事業

である。生け垣設置については平成 12 年度から、屋上緑化は平成 15 年度から実施されている

ものである。 

【苗木の無料配布事業】 

昭和 50 年から実施されており、市民から喜ばれている事業だが、近年の経済情勢や市の経

営改革プランを考慮すると、少しばら撒き的なものになってしまっていると見られるところも

ある。そこで、平成 22 年度からは花を抑え、実のなる苗木や花の咲く樹木などに変え、また

年１回に縮小し、実施している。以上の４つの事業は市民が主体となって緑を増やしてもらう

ものである。 

 

②水と緑のネットワーク形成の推進 

【水と緑のネットワーク推進事業】 

この事業は施策の主な取組である、水と緑のネットワーク形成の推進である。取組の経緯に

ついては、補助資料を参照してほしい。 

国土交通省で「国土交交通省環境政策の基本的方向」が平成 15 年３月に策定され、同年７

月に「美しい国づくり政策大綱」がまとめられた。それを受け、環境経済部では「環境共生・

創造マスタープラン」を策定し、三つの基本方針と５つの主要施策を設け、各施策について地

域住民など様々な主体の連携・協力により先導的な取組となるよう、リーディングプロジェク

トとして「水と緑のネットワーク形成プロジェクト」が位置付けられた。当該プロジェクトで

は、荒川地区をモデルとして良好な自然環境の保全や再生のための取組が推進されている。水

と緑のネットワーク推進事業の取組としては、一つ目に「戸田ヶ原自然再生推進事業」がある。
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補助資料を参照してほしい。平成 19 年の基礎調査から始め、平成 22 年には湿地再生工事を行

い、市民参加の下、サクラソウやトダスゲを植栽した。湿地再生にあたっては、任意の協議会

である戸田ヶ原自然再生連絡会議を立ち上げ、外来種の駆除を定期的に行い、毎年市民参加の

植栽イベントを開催している。まずは、この地域を戸田ヶ原と呼べるように事業を推進したい

と考えている。 

二つ目に「市街地の展開」であるが、資料の水と緑の行動計画を参照してほしい。市民や行

政の具体的な行動計画を平成 22 年に策定した。市民、事業者との連携の行動計画として、こ

れまで戸田市になかった「生き物マップ」を策定した。生き物マップの作成では、教育委員会

の協力を得て、小学校、中学校の生徒に作成・協力してもらい、平成 24 年に策定した。来年

度の１月以降には、「戸田市いいとだマップ」で掲載される予定となっている。来年度には春か

ら夏の生き物を対象とする予定で予算要求をしているところである。このプロジェクトに関し

ては、当課だけでなく庁内の関係部署や国土交通省、埼玉県との関係部署との連携の中で行う

こととなっている。 

 

③都市農地の保全活用 

生産緑地法に基づいて、33 地区を生産緑地として指定している。 

 

④市民緑地の指定 

指定箇所は２箇所あり、5,000 ㎡の緑地の維持管理を行っている。 

【街路樹維持管理事業】 

道路課から受け、公園河川課で維持管理を行っている。 

 

３）施策の進捗状況 

「保存樹木補助金事業」については、条例の制定に合わせて昭和 49 年から実施している事

業であり、現在保存している樹木については、樹木：527 本、生け垣：約 2,367 ㎡、樹林：1,583

㎡となっている。 

「生け垣等設置奨励補助金事業」の実績については、平成 12 年から 25 年度までで 56 件、

約 880 ㎡の実績となっている。「屋上緑化奨励補助金事業」の実績は、平成 15 年から 25 年度

まで計 24 件、約 870 ㎡の実績となっている。 

 

４）資源の方向性 

市民が担う側の事業は伸び悩んでいるが、貴重な緑を維持させるという意味では、この体制

で引き続き行っていきたい。行政側の行う公園整備や戸田ヶ原は、限られた人材の中で事業を

推進していきたいと考えている。 

 

５）その他 

なし 

 

②委員の質疑 

１）事務事業の妥当性 



 3

■委員 

事前質問でふれたが、とても大切な事業だと思っている。先を見越した場合、緑を今の時代

に残していかなくてはならない。それに対し、保存林が年々減っている。これはある程度理解

できるが、先を考えた時に、保存樹木対策をこれまでのような補助金というかたちで継続して

いていいのか。根本的に違う形で喚起していくよう、広く市民や所有者に対して広げていく必

要があるのではないか。具体例として、所有者の意見もあると思うが、特定の地域を決め、永

久保存林など市が管理する特定エリアを設け、残すというのはどうか。 

 

■担当者 

緑を守り、育てていく立場としてはその通りだと考えている。市が緑を守っていくために手

掛けているものは間違いなく増えていくのだが、問題は、民有地においてどのようにするかと

いうことである。市民緑地制度を非課税にする方法や地区計画でやっていく方法もあるが、最

終的には、緑を守るためには緑地を買う必要があるのではないかと考えている。時代とともに

考え方は変わってきてしまうと考えている。土地の活用が目まぐるしい中で緑地は減少傾向に

ある。税対策や緑地を買っていくことが課題だと考えている。 

 

■委員 

平成 24 年度でも保存樹林対策として 200 万円近い費用を投じており、所有者に払ったもの

であると思うが、所有者からすると大した金額ではないのではと思う。また、実際にそのよう

な意見も耳にしている。例えば、来年度から廃止し他に充てるということはどうか。仮にそう

したとしても今まで補助金を受けていた人から不満は出ないのではと考える。この費用を他に

回すことも必要ではないか。 

 

■担当者 

落ち葉への苦情は多く、直近の課題になっている。新しい所有者たちが落ち葉対策をやらな

くなり、また、先代の所有者たちもできなくなっている。一方、街路樹などを切ってほしいと

いう苦情も多く寄せられている。全体的に、緑に対して気持ちが薄くなってきているのではと

感じる。 

 

■委員 

施策の目的である、「花と緑に囲まれながらやすらぎと潤いがある生活がおくれる緑地空間」

を目指すことは素晴らしいと思うが、それと同時に「街の景観」という視点もあると思う。平

成 12 年に都市景観条例がつくられていると思うが、今回の施策と景観の整合性は図っている

のか。具体的にはどのような機会や方法を用いているか。 

 

■担当者 

景観条例の下、戸田市内の景観工事に向けての配慮がされている。事業者の方に、新たに建

てる建物に対して、なるべく道路側に花や緑を設置してほしいとして「お願い」という形で実

施している。ただし、あくまで景観という要素として、目立つビルの色彩などに重点を置いて

いるところが実情である。その中で、事業者の方に「緑」という視点でもご協力いただいてい
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る状況である。 

 

■委員 

緑地空間を増やすということは、街の付加価値を高める良いものだと思う。しかし、コスト

を見ると、年によって 1,000 万円ずつ上下している。これはなぜか。 

 

■担当者 

これまでは毎年、街路樹の剪定と公園の樹木の剪定の両方を行っていた。しかし、今はそれ

ぞれ隔年で行っている。その年の剪定場所によって、費用に差が出ている。 

 

■委員 

相続による樹木の伐採に対する考えについてお答えいただきたい。 

 

■担当者 

毎年、所有者の方に保存樹木の申請について尋ねる通知を行い、返信分について確認作業を

行っている。緑を守っていくという趣旨を説明した中で行っているが、所有者は周りからの苦

情への対応として枝を切る等することにより樹木が枯れ、保存樹木をやむなく処分することも

ある。また、相続などの理由で保存樹木が無くなってしまうことは少ないが、今後は税対策に

ついても検討していかなくてはならないと考えている。 

 

■副委員長 

相続を理由とする樹木の減少に関するデータはないのか。 

 

■担当者 

昨年度は１件、今年度は０件である。過去には多く減っているケースもある。 

 

■副委員長 

緑地の保存について優先順位などの政策判断をしていると思うが、資料では、重点地区とし

て公共投資をして新たにつくるものに関する地図はあるが、既存のものに対する情報がない。

既存のものに対して、「ここの緑地は必ず守り、あちらの緑地は市場の原理に任せ、状況によっ

ては減少もやむを得ない」等の優先順位付けは行われているか。また、行われている場合は、

具体的にどこか。 

 

■担当者 

前年度に緑地比率の調査を行っている。緑が集中しているエリア（新曽地区）がある。東西

に緑があり、貴重であると考えている。この地区については、都市整備部まちづくり推進室で

も取組が行われている。緑量の確保については、大きな数値を掲げ取り組んでおり、両課で協

力して緑を守れたらと考えている。 

 

■副委員長 
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今の内容は公表されているか。 

 

■担当者 

特には公表していない。 

 

■委員長 

「この施策はどのような状態を目指すのか」ということが明らかでないと判断できない。個

別の事業が妥当であるのかどうかは、「その目的に照らし、その事業のニーズが高いのか、ある

いは低くなってきているのか」といった議論になる。この施策の目的として掲げられている「や

すらぎと潤いのある生活」を戸田市としてどのように考えているのか。このような内容は、他

の市でも総合振興計画等によく掲載されていると思う。戸田市として、どのような緑化・緑地

政策を考えているのか。これは戸田市の総合振興計画の将来都市像にも引用されているので、

特に重要だと思う。戸田市としてどのような方向に考えているのか、それに対して、平成 27

年度までにどのような状態にもっていこうと考えているのかということが明らかにならない

と、我々もその妥当性について判断できない。 

 

■担当者 

市民の皆様には緑を守って増やしていただくことが必要と考えている。行政がつくる緑はお

のずと増えていくが、民地の緑は減らさないということが課題である。そのために生垣設置や

屋上緑化の取組がある。とにかく民有地の緑は減らさず、市が実施する分は増やすこととする。

また、これらは市民にも緑を増やしてもらう事務事業になると思う。また、今後は河川敷だけ

でなく、市街地にも拡大していこうと考えている。市街地にも緑が増え、川には動植物が戻っ

てくるという大きなプロジェクトを実施しているところである。 

 

■委員長 

「水と緑を生かす」という文言は他市でもよくある。今ある緑をできるだけ減らさないよう

保全し、創造していくため、個々の事務事業が組み立てられていると思う。しかし、今の事務

事業の構成の妥当性について評価するため、情報を聞き出そうと質問しているが、戸田市のオ

リジナリティがなかなか見えてこない。他自治体と何が違うのか。また、施策評価シートに４

つの指標が載っているが、現状あるいは総合振興計画が動き出した当初は何％か、目標年度で

ある平成 27 年度には何％になるのかについての情報がない。 

 

■担当者 

緑の基本計画の中では目標数値を定めている。総合振興計画に合わせて５年単位で見直しを

行っている。 

 

■事務局 

これは大変難しい問題である。都市マスタープランをつくり、総合振興計画にどのように入

れて、潤いのある生活環境や水と緑を生かすまちづくりをどのように実現するかについては、

現在でも大きなテーマとなっている。都市マスタープランでは、地区計画を地域住民の方と一
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緒になって議論し、作ってきたという経緯があり、それに基づき市内のゾーニングが行われ、

現在進められている。この中で樹木保存が進められており、市民に対する意識改革等は始まっ

たばかりで、これから具体的な計画をつくっていくところであると考えている。 

 

■担当者 

平成 24 年に第２次都市マスタープランとして、これまでのマスタープランの見直しを行い

策定した。その中で実現に向けた方策として「水と緑のネットワーク」の事業を進めている。

都市計画課でも緑化に対しては積極的に進めている。例えば、県事業だが、より水辺に近づけ

る水辺再生プロジェクトといった取組をしている。また、今後、区画整理事業区域内に大きな

公園の整備が予定されている。 

 

■委員長 

住民参加で公園をつくるのは珍しいことではない。親水も全国をリードしているわけでもな

い。それらの緑化政策は他市でも行われている。戸田市の緑化政策は、他市と比較してどのポ

ジションなのか。進捗が遅いのであれば早く進めるべきだし、環境先進都市として緑を打ち出

していくのか、そのためには財源・マンパワー・住民との協働が必要になってくる。 

 

２）施策の進捗状況 

■副委員長 

進捗度の数値が全く動かないものになっているが、なぜこのようになっているのか。また、

「花や緑に囲まれながら～」というのが目標となっているが、それをどのように判断、評価す

るのか。花や緑に囲まれている状態とは何か。施策イメージの観点からの想定はどのように考

えているか。 

 

■担当者 

公園・緑地の満足率は、事前の調査で平成 20 年の数値をもとに目標値が進められている。

市民意識調査は毎年実施していないため、引用し、同じ数値としている。 

 

■副委員長 

毎年実施していないのに、なぜこの数値を毎回出しているのか。表記は「－」にするのが普

通ではないか。 

 

■担当者 

目標値については訂正する。また、「花や緑に囲まれている状態」については、身近にある花

や木々をイメージしており、様々な公共用地や民有地に花壇をつくるなどの活動を行っている。

緑のボランティアは約 1,000 人おり、ボランティアに花を配り、花壇をつくってもらっている。

 

■副委員長 

ここでの花は花壇のことなのか。自然状態を作っていくことが目標だと考えていたが、ここ

では、人工物としての花を増やすということなのか。 
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■担当者 

市街地ではそのようになる。河川敷等では生態系の保存となる。 

 

３）資源の方向性 

■委員 

施策を講じるに当たって外部委託等、コンサルタントの力を借りることもあると思うが、外

部委託に係る費用の割合はどのようになっているか。将来的にはこの数字が増えると思うが、

この方針をどのように考えているか。また、外部委託に係る費用を今後どのように減らしてい

くのか。 

 

■担当者 

戸田ヶ原自然再生事業については平成 19 年度からコンサルタントも関わって事業を実施し

ている。補助金等の歳入もあるが、約 8,000 万円支出している。しかし、戸田ヶ原自然再生事

業については、ある程度は形になっており、残る問題はサクラソウの数の課題であるため、コ

ンサルタントにいつまで支援していただくかということについては考えていかなくてはならな

いところである。生き物マップ事業についても約 400 万円で実施している。 

 

■委員 

総費用の中の外部委託への費用をいかにしていくのか、ある程度の歯止めをかけないと、ア

メリカの学者が懸念しているような方向にいってしまうのではないか。 

 

■担当者 

どこまでお金を使うかという話であるが、我々はマンパワーが欲しい。モニタリングできる

人材や外来種駆除などが可能な人材については、市民との協働の中で育てていかなくてはなら

ないと考えている。 

 

■委員 

傾向として、計画、立案、実施段階にコンサルタントが入っていることが多く、その結果、

市にノウハウが残らないという実態があるのではないか。極力、自分達でやっていくことが必

要であると考えるし、マンパワーの範囲内でやっていくことが求められている。そのような姿

勢を強く言えば市民も納得するのではないか。放っておくと、コンサルタントへの費用がどん

どん増大するのではと危惧する。 

 

■委員長 

市全体に関わる大きなテーマである。マンパワーが足りないのは、担当部門だけでなく他で

も同様に減少していることと考える。専門的なＩＴに関するノウハウを外部委託することはあ

るかもしれないが、コンサルタント利用することを今後どのように考えていくのか。また、職

員の能力の開発という点から今後どのようにするのか。外部委託が多くなり過ぎると、全て外

部の人間に知識、経験が蓄積されていくこととなる。重要な課題だが、総合計画の中では明確
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に触れられていないと思われる。今後の検討課題ではないかと思っている。 

 

４）その他 

■委員 

河川敷だけでなく市街地への展開というのが良いと思う。河川敷は住んでいる場所から遠い

ため、身近ではないと思う。資源の方向性としては「増加」としていただくようお願いし、市

街地の緑化をもっと推進していただきたいと考える。 

 

■委員 

紅葉の前に木が伐採されてしまうことがある。いろいろな苦情の中でご苦労があるのだと思

うが、施策の目的を考えると自然の美しさを市街地の中で感じられる街並みになればいいと思

い、もったいなく感じている。市民との相互理解の中で進めていく必要があるのではないか。

啓発を行いながら環境の美化に対する相互理解が必要でないか。 

 

■委員長 

緑地比率の推移はどうなっているか、または目標値を教えていただきたい。 

 

■担当者 

前回調査の平成 23 年度では 40.9％の緑地比率となっている。その前は、考え方が異なるた

め比較できない。目標値については、後日お知らせする。 

  


