
１　実施期間　平成３０年１２月１７日（月）から平成３１年１月１６日（水）まで

２　実施対象　公募、市民１００人会

３　寄せられた意見の集計結果

※市民１００人会の提出者数および意見数は、アンケート形式による意見募集の中の改定
　計画原案に対する意見に関する設問にお答えいただいた件数です。

４　意見の分類別集計結果

秋田市緑の基本計画改定計画原案に対する意見募集結果
（寄せられたご意見と本市の考え方・対応について）

区　分 提出者数 意見数

公　募 2 2

市民１００人会 32 37

合　計 34 39
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（18） その他

（17） 計画の進行管理

（16） 緑化重点地区

（15） 緑と親しめる場の創出

（14） 活用に向けた官民連携の推進

（13） 都市公園の活用によるにぎわいづくり

（12） 県都秋田にふさわし“顔”づくりの推進

（11） 学習・体験活動を通じた気づきの推進

（10） 緑化に関わる広報、ＰＲ促進

（９） 緑のパートナー育成

（８） 緑豊かな住宅地の創出

（７） 水と緑のネットワークづくり

（６） 都市公園の整備

（５） 樹林地の保全

（４） 緑地保全制度を活用した適切な保全

（３） 緑の将来像

（２） 基本理念

（１） 目標年次 N=39

（件）
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５　寄せられたご意見と本市の考え方・対応

NO 分類 ご意見の要旨 本市の考え方・対応
計画案
該当ﾍﾟｰｼﾞ

1 目標年次 　緑はＣＯ２削減には不可欠なも
のと考え、長い目でみた計画が必
要だと思う。
　簡単なものではなくて10年位の
歳月がかかると思う。

　地球温暖化対策として、緑は大
きな役割を担っているものと考え
ております。
　本計画は長期的な視点から、目
標年次を概ね20年後、中間目標年
次を概ね10年後と定めておりま
す。

P3

2 　民間企業と行政が組んで街作り
をすべき。作業的外注ではなく、
アイデアの部分を。
　こうしたら良いのに…ああなっ
たら良いけど…は溢れているが、
予算と人材の部分がかみ合わずカ
タチにならないケースが沢山ある
と思う。若い世代がチャレンジ出
来る街にして欲しい。

3 　少子高齢化の現在、官民連携し
て進める事が重要だと、行政全般
に渡り実感している。
　行政がこのように考え実施して
いることを知り、市民一人一人が
草の根的な行動をおこすことが重
要と思う。

4 　秋田県緑化推進委員会との協働
事業の検討が必要かと思います。
　人口減少などで、予算や担い手
が少なくなっているなか、縦割り
で行う事業だけではなく横断的な
取組みが今後一層重要となってく
ると思う。

5 　秋田市の緑の評価が高いという
が、全く実感がない。周りに緑が
自然にあふれているのと、整備し
ているのでは質が違うと思う。

　参考意見として承ります。
　なお、基本理念の説明として、
量の充足から、質の向上へシフト
していく旨を掲げております。

P62

6 緑の将来像 　近代化が進むにつれ森林が伐採
され、川が汚れ、建物が建ち並ぶ
昨今。豊かな緑、大きく素晴らし
い自然を私達皆で守って行く事が
大切だと思う。
　いつまでも魅力的な秋田が続い
て行くことを強く望む。

　緑の将来像として、みんなで本
市の多彩な緑を次の世代につない
でいくことを掲げており、ご意見
に沿った内容となっているものと
考えます。

P65

7 緑地保全制
度を活用し
た適切な保
全

　緑地保全のために、大規模ソー
ラーパネルの規制強化を。

　参考意見として承ります。 P69

8 樹林地の保
全

　緑化を進めることで、雑草、害
虫および害獣の増加が予想される
ので、先を見据えて、適切な除草
ないしは駆除の方法の勉強会を開
催することで、適当な環境保全や
生態系保全が持続可能と考える。

　いただいたご意見につきまして
は、樹林地の保全などの施策展開
にあたっての参考とさせていただ
きます。

P85

　基本理念の中で、「市民や事業
者等の多様な主体が関わり合いな
がら」取組む旨を掲げており、ご
意見に沿った内容となっているも
のと考えます。

P61基本理念
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NO 分類 ご意見の要旨 本市の考え方・対応
計画案
該当ﾍﾟｰｼﾞ

9 樹林地の保
全

　緑の保全は、日本海の海岸線と
松林を守る市民ボランティアの取
組を提唱したい。
　流木や雑多な漂流物の整理と松
林内の枝草刈払い、海岸で焚火遊
び等も含め、大人の休日を楽しむ
会はいかがか。

　良好な樹林地の維持管理につい
ては、多様な主体との協働により
行うこととしております。
　ご意見については、施策展開に
あたっての参考とさせていただき
ます。

P85

10 　秋田市の市民１人あたりの都市
公園面積が、全国平均の約２倍で
あることを初めて知った。
　今後は公園整備の推進を行って
欲しい。

　原案に賛同いただける意見とし
て承りました。

11 　徒歩圏内に緑化された公園があ
れば良い。

12 　公園などの配置についても、
もっと地域の方々が憩える所にな
るような公園になっていくことを
望む。

13 　緑化と同時に公園内のトイレ、
ＡＥＤ付自販機、屋根付き休憩
所、駐車場など長時間過ごすため
の設備を充実させて欲しい。

14 　公園を増やし、充実した遊具や
秋田らしい自然豊かなイメージを
活かした公園を作って欲しい。

15 　街路樹が枯れ果てて、全く意
味、意義をなしていない場所があ
る。
　全市の街路樹の総点検を実施
し、計画はもとより安全な街路樹
を構築してほしい。

16 　街路樹などの手入れが良くない
ように感じる。
　緑を増やせばいいというのでは
なく、植えたからにはしっかり安
全に育てることが大切だと思う。

17 　街路樹について、枯死しても新
しく植えることもなく放置されて
おり、また、樹種が環境に合って
いないからか生長の悪い街路樹が
ある。
　街路樹の剪定が強すぎていない
か、もっと木を茂らして欲しい。
　仙台は杜の都と言われている
が、秋田にも特長が欲しい。

18 緑豊かな住
宅地の創出

　猛暑時期における市街地での緑
の活用等を是非お考え頂きたい。
　また、その時には、民間企業と
の協力も良いかと思う。

　市民や事業者の発意による民有
地の緑化の推進を掲げており、ご
意見に沿った内容となっているも
のと考えます。

P88

　気軽に歩いて行ける範囲に配置
することを目指すとしており、原
案に賛同いただける意見として承
りました。

　公園の整備に際しては、現在の
利用形態や地域の方の意見を聴き
ながら進めることとしており、い
ただいたご意見につきましては、
施策展開にあたっての参考とさせ
ていただきます。

P86都市公園の
整備

水と緑の
ネットワー
クづくり

P87　いただいたご意見につきまして
は、施策展開にあたっての参考と
させていただきます。
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NO 分類 ご意見の要旨 本市の考え方・対応
計画案
該当ﾍﾟｰｼﾞ

19 緑豊かな住
宅地の創出

　新築の家のまわりには、木々の
緑は見当たらない。
　若い人達に秋田の市民になって
もらったお祝いとして、木を差し
上げたら、緑が増えると思う。

いただいたご意見につきまして
は、施策展開にあたっての参考と
させていただきます。

P88

20 緑のパート
ナー育成

　私の住んでいる所は、神社や公
園が近くにあり、ボランティアで
協力しながら清掃などをやってい
るので、どうにか保ってている
が、地域の人達がだんだん高齢に
なり、協力できる人が減ってきて
いる。
　また、60代に入っても現役で働
いている方が普通なため、なかな
かボランティアで協力できる状態
ではないのが現実である。

　公園の維持管理では、公園愛護
協力会の活動が不可欠である一方
で、ご意見のとおり人口減少や高
齢化による担い手不足の問題が顕
著となってきております。
　このことから、本計画では、企
業やNPO、市民団体など多様な主
体による緑地の保全や整備を促進
することとしております。

P89

21 緑化に関わ
る広報、Ｐ
Ｒ促進

　大きな事業計画達成には、身近
なことの積み重ねも大事だと思
う。
　この基本計画を市民に知らせる
取組みも必要ではないか。

　いただいたご意見につきまして
は、施策展開にあたっての参考と
させていただきます。

P90

22 　世代によって緑との関わり方は
違ってくると思うので、いろんな
方面、角度からの計画が必要だと
思う。
　秋田は「自然＝緑」があたりま
えにありすぎるので、意識改革が
必要であり、手をかけなければな
らないし、守らなければならない
と思う。

　計画では、「緑への“気づき”
づくり」として、市民の緑の大切
さや豊かさへの気づきを育むため
の取組みを促進することとしてお
り、いただいたご意見なども参考
としながら取組んでまいります。

23 　河川を活用し、水辺の観察がで
きるような公園の整備を。

　水辺環境や森林等を活用した自
然学習や自然観察会等の実施を促
進することとしており、いただい
たご意見なども参考としながら取
組んでまいります。

24 県都秋田に
ふさわしい
“顔”づく
りの推進

　東京などでも増えているビルな
どの屋上緑化や都市部の公園の設
置などがあると良い。

　いただいたご意見につきまして
は、施策展開にあたっての参考と
させていただきます。

P92

25 都市公園の
活用による
にぎわいづ
くり

　秋田市は車社会。
　「近所の公園」ではなくても良
いので、まず第一に駐車場があっ
て、芝生やベンチがある、気軽に
誰でも休める公園があればいいと
思う。
　気持ちを休めるためや、待ち合
わせに使えたり、ジョギングや
ファストフードのキッチンカーが
あるような公園があれば利用した
いと思う。

　都市公園の活用によるにぎわい
づくりとして、自然的資源など、
公園個々の特性を活かした整備を
進めることとしており、いただい
たご意見なども参考としながら取
組んでまいります。

P93

学習・体験
活動を通じ
た気づきの
推進

P90
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NO 分類 ご意見の要旨 本市の考え方・対応
計画案
該当ﾍﾟｰｼﾞ

26 　「多様なニーズへの対応」で
は、あまり手を掛けない、ありの
ままの森の中に公園があり、そこ
で家族などが自然にふれあい数時
間過ごせるところが欲しい。

27 　公園を生かしたイベント（音楽
フェスなど）や「仙台駅周辺のよ
うな外貨を稼ぐ緑」が欲しい。

28 　公園に、使いやすいトイレやベ
ンチなどがあると子どもと長い時
間遊べていいと思う。

　公園を多世代の交流の場と捉
え、バリアフリー化など集い憩え
る空間づくりを促進することとし
ており、いただいたご意見につき
ましては、施策展開にあたっての
参考とさせていただきます。

29 　一つ森公園と千秋公園以外は、
イベント等のアピール不足ではな
いか。
　盆踊りのほかには雪捨て場ぐら
いしかイメージがわかない。

　いただいたご意見につきまして
は、施策展開にあたっての参考と
させていただきます。

30 　実際に公園活用を推進するとな
れば、民間事業者や文化団体など
と柔軟な枠組みづくりが必要と考
える。
　まずはモデルケースづくり等を
目指して、ぜひ前向きに取組んで
ほしい。

31 　今までにない都市公園づくりを
目指すのであれば、市職員以外の
専門家からアドバイスを得ると個
性のある緑化ができると思う。

32 　秋田は代表的な木が杉というこ
ともあり、風景として重く暗いイ
メージのように感じる。
　生活空間の中で、映えるような
明るい植物がバランス良くある
と、他県から来た人にも良いイ
メージの植え付けにもなるのでは
ないか。

33 　イチョウの様に悪臭の元となる
ものは植えないで欲しい。
　また、桜の様に一過性、季節性
のものはあまり感心しない。
　植える際は、よく考えて欲し
い。

　いただいたご意見につきまして
は、施策展開にあたっての参考と
させていただきます。

　都市公園の活用によるにぎわい
づくりとして、自然的資源など、
公園個々の特性を活かした整備を
進めることとしており、いただい
たご意見なども参考としながら取
組んでまいります。

P93

活用に向け
た官民連携
の推進

緑と親しめ
る場の創出

P94

P94　いただいたご意見につきまして
は、樹木による優れた景観創出な
どの施策展開にあたっての参考と
させていただきます。

都市公園の
活用による
にぎわいづ
くり
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NO 分類 ご意見の要旨 本市の考え方・対応
計画案
該当ﾍﾟｰｼﾞ

34 　緑化重点地区について、４箇所
それぞれ特色ある緑化も考えられ
ると思います。
①秋田駅周辺～県都に相応しいモ
ダンでハイセンスな緑化
②土崎駅周辺～中世の武将安東氏
がつくった町には神社やお寺も多
いのでそれをいかした緑化
③新屋駅周辺～秋田美大生のアイ
デアをとり入れた緑化
④楢山・牛島地区～江戸時代から
昭和までのふん囲気が点在してい
るのでそれを大事にした緑化

　緑化重点地区の範囲の説明の中
で、各地区の特色を記載しており
ます。
　各地区の緑化推進においては、
いただいたご意見も参考にながら
取組んでまいります。

P98

35 　緑屋の場所をいこいの場にして
は、どうか。

　参考意見として承ります。 P100

36 　緑化重点地区（新屋駅周辺地
区）はイージスアショア問題も含
まれると考えるが、平和憲法を大
切に近隣の国と仲良くすることも
緑を守り、地球を守る一番大事な
ことと思う。

　ご意見として承ります。
　なお、政府によって選定された
イージスアショアの候補地は、緑
化重点地区（新屋駅周辺地区）に
含まれておりません。

P103
P104

37 計画の進行
管理

　５年ごとに行う実施状況のト
レースは市民に大々的に報告する
方が良いと思う。

　５年ごとに行う施策の実施状況
などの確認・評価の結果について
は、広く市民への広報に努めてま
いります。

P107

38 　緑の基本計画については、予算
もあり、人口も減少する中、大き
な所での成功例を参考にすすめて
はどうか。

　施策展開にあたっては、他都市
の成功事例も参考にしながら進め
てまいります。

－

39 　意見募集の資料について、分厚
いうえに、専門的過ぎることか
ら、もっと創意工夫し分かりやす
い資料を提供すべきでは。

　いただいたご意見につきまして
は、今後の参考とさせていただき
ます。

－

緑化重点地
区

その他
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