
グループで話し合った内容を発表します

甲子園筋のあるべき姿とは？

　甲子園筋の木々も葉を落とし冬支度に入る季節となりました。 兵庫県阪神南県民センター西宮土木事務所

では、 多くの課題を抱える甲子園筋の街路樹の在り方について、 地域の皆さまの意見を反映した街路樹計画

を策定し、 共に課題解決に取り組みたいと考えております。 様々な視点から知恵を出し合い、 意見交換を積

み重ねながら計画を策定できるように、 ワークショップ形式で検討を進めることとしています。

　2021 年 12 月 12 日に第１回目のワークショップを開催しましたので、 その内容をお知らせします。

主旨・スケジュール

樹木医小西朋裕さんのお話

●日時：2022 年２月５日（土）
　　　　10：00 ～ 12：00
●場所：瓦林公園センター

　　　　( 集合の後 甲子園筋現地へ移動）

●内容：『どんな街路樹にしていくか考えよう』

現地を見学・確認した上で、意見交換をします

第 1 回甲子園筋街路樹検討

ワークショップＮＥＷＳ

2021.12.12 号

　第１回目のワークショップでは、樹木医の

小西朋裕さんから街路樹の役割や多く植えられてい

る街路樹の種類などの話を聞きました。また、地域

の皆さんに街路樹が嫌われないようにするために

は、道路（歩道・車道）の空間に適した樹種を選ぶ

ことが重要というアドバイスを受けました。

　今後も　樹木医のアドバイスを受けながら検討を

進めていきます。

　後半は、グループに分かれて意見交換をしました。

参加者どうしで自己紹介をした後、甲子園筋のある

べき姿、甲子園筋の街路樹の良い点と悪い点につい

て、意見を出し合いました。意見は付箋に書き出し

整理しました。

　「甲子園筋の歴史を大切にしたい」「全国に誇れる

シンボルストリートにしたい」「街路樹があるのは

良いが、今の街路樹は統一感がない」など様々な意

見を出し合いました。

　最後に、グループで話し合った内容を発表し、

全体で情報を共有しました。

樹木医から街路樹の話を聞きました

グループワークで意見交換をしました
甲子園筋の街路樹について
みんなで考えるワークショップがはじまりました

グループワークの様子グループワークの様子

皆さんの

街路樹計画案

づくりを

応援しています

発表の様子発表の様子

●街路樹の役割

・雨や夏の日差しを遮ってくれる

・排気ガスやほこりを吸着してくれる

・騒音を軽減してくれる

・ヒートアイランドの緩和（天然のエアコン）

・鳥や動物の住処（コリドー）

・花や紅葉等で季節の移り変わりを感じさせてくれる

・都会に潤いや憩いを提供してくれる

●街路樹本数ランキング

①イチョウ　②サクラ類　③ケヤキ　④ハナミズキ

⑤トウカエデ　⑥クスノキ ⑦ナナカマド ⑧モミジ類

⑨モミジバフウ ⑩クロガネモチ

次回
第２回ワークショップのお知らせ

　はじまりのあいさつの後、ワークショップの

目的や進め方等について進行役より説明があり

ました。

　ワーショップとは、参加する人が意見やアイデ

アを出し合い、お互いの考えを学びながら意思

決定をする場のことで、今回の甲子園筋街路樹

検討ワークショップでは３ステップの項目で、

地域の皆さまの意見を反映した甲子園筋の街路

樹計画策定を目指します。

　また、甲子園筋の整備・維持管理を担う兵庫

県西宮土木事務所より、甲子園筋の歴史、街路

樹の現状と課題、平成 30 年度に策定された

「街路樹リノベーション計画」の内容等について

スライドによる説明がありました。

【目的】

 　■多様な視点から知恵を出し合い、 地域の皆さまの意見を

反映した 「甲子園筋の街路樹計画」 を策定し、

皆さまに愛され親しまれる甲子園筋の街路樹形成を目指します

【参加者】

 　■上甲子園１丁目福祉会、 浦風自治会、 甲子園一番町自治会、 甲子園二・

三番町自治会、 甲子園四番町自治会、 甲子園五番町自治会、 甲子園

六番町自治会、※甲子園第８コーポラス自治会、※浜田福祉会

（※印 ： 第１回目は地域活動のため欠席）

 　■兵庫県阪神南県民センター西宮土木事務所

 　■西宮市公園緑地課

 　■( 株 ) 環境緑地設計研究所

●　第１回ワークショップ　2021 年 12 月 12 日 （土）　
　　甲子園筋のあり方と街路樹の現状と問題 ・ 課題を確認しよう
 ・ 甲子園筋のあるべき姿
 ・ 街路樹のエエとこ、 アカンとこ

●　第２回ワークショップ　2022 年 2 月 5 日 （土）

どんな街路樹にしていくか考えよう

・ みんなで現地を確認

・ 将来的な甲子園筋の街路樹のあり方について

　意見出しと意見交換

・ 意見の整理、 方向性の確認

●　第３回ワークショップ　2022 年 3 月 12 日 （土）

甲子園筋の街路樹をこうしよう

・ 街路樹計画に反映できる地元意見のとりまとめ

【ワークショップ　スケジュール （予定）】

今回はここです

兵庫県阪神南県民センター西宮土木事務所　　担当 ： 植野 （うえの）　
電話 ： 0798-39-6133　ファクス ： 0798-34-2868　

ワークショップに関するお問い合わせ
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■調和・統一感・バランスのとれた美しい通り・シンボルストリートにしたい。

■歩道・樹木・街灯を一体的に調和のとれた通りにしたい。

■四季折々の風景があり、自然を感じられる、心がなごむ景観をつくりたい。

■安心して、楽しく歩ける通りにしたい。

■マナーをまもって自転車と歩行者がそれぞれ安全に通行できるように。

■帰宅したらホッとするような安心感を大切にしたい。

■みんなが楽しくコミュニケーションできる場所に。

■気持ちよく清潔な通り。（定期的に清掃活動をしている地域がある！）

■夜間も街灯の光が歩行者に届くように、街灯が樹木にかくれないように。

■元気な街路樹に育てたい。

■剪定の仕方によって、樹木が不細工になるので、剪定の仕方に注意が必要。

■台風の時に危険な木があるのでは？

■ポプラよりプラタナスが良いのでは？

■花の咲く木が良いのでは？

■甲子園の歴史を大切に、歴史を感じられる通りにしたい。

■甲子園の歴史の魅力を伝えたい（ＰＲもしたい）

景観

安心・安全

街路樹の種類

育成

維持管理

歴史

コミュニケーション
快適性

１班の主な意見

２班の主な意見

３班の主な意見

Ｃ班の意見

—　第 1 回ワークショップで話し合った内容・主な意見　—　—　第 1 回ワークショップで話し合った内容・主な意見　—　

●甲子園はシンボル的な場所。 シンボルロードと　

して統一感を持たせる。

●甲子園筋の歴史が魅力。 歴史を大切にしたい。

●樹木は必要！街路樹ありきで考えよう。

●みんなが楽しくコミュニケーションできる場に。

●色々とバランスが大事。 街路樹のあるところと

ないところがある。 統一感が必要。

●樹木で街路灯が隠れないように。

●メンテナンスの視点から、 そんなに高い木でなく

ても良いのでは？

●台風の時、 危険な木もあるのでは？

●無電柱化で美しくなった。 シンボルとなる美しい

通り、 調和のとれた通り、 美しいまちにしたい。

●四季折々に心がなごむ通りにしたい。

●歩いて楽しい、 安心して歩ける、 来訪者にわか

りやすい通りにしたい。

●歴史が感じられる、 落ち着いた通りにしたい。

●仕事帰りに駅に着いた時、 甲子園筋を見てホッとする。

●街路樹があり、 自然を感じられるのが甲子園筋

の良いところ。 大きな木があり落ち着いた印象。

●統一感がなくバラバラな感じがするのが残念。

●自転車のスピードで、 歩行者が安心して歩けない。

・ 全国に知られた 「甲子園」 の名前を冠する

通りで、 歴史がある。

・ 並木が美しく、 大きな木に安心感がある。

・ 街路樹があり、 自然を感じられる。

・歩道が広く （一部を除き） ゆったりしている。

・ 統一感がなくバラバラな印象。

・ 木が植わっていない区間がある。

・ 高木、 低木、 歩道、 照明灯のバランスが悪い

・ 全体的なコンセプトが不明。

・ 台風の時に危険な木があるのでは？

・ 剪定が強すぎて、 貧弱に見える木がある。

●計画の対象エリア ： 阪神甲子園駅～国道２号

　　　　　　　　　　　　　　延長　約 1.5ｋｍ

●車道 ： ４車線　

●歩道の巾 ： 約 5.5 ～ 7.0ｍ（植樹帯の巾 1.4ｍ）

約 2.6ｍ（植樹桝の巾 1.0ｍ)

●街路樹 ： １３３本　

　（プラタナス 51 本 ・ ポプラ 73 本 ・ その他 9 本）

●「甲子園」 の名前は全国区。 全国に誇れるシン

ボルストリートにしたい。

●緑ゆたかな景観にしたい。

●歩道 + 樹木 + 街灯の全体で一体的な空間に。

●気持ちよく、 清潔な通りにしたい。 地域で定期

的に清掃活動をしている。

●かつて電線の高さで切断された樹木の姿がせつ

なかった。 勝手に木を切らないでほしい。

●元気な街路樹に育てたい。

●樹木の選択に問題がある。 樹木の種類はポプ

ラよりプラタナスが良いのでは？

アンケートで頂いた意見の一部を紹介します

●時間がかかってもより良い甲子園筋が実現することを願っています。●近隣住民参画の甲子

園筋街路樹会議、 有意義であった。 郷土愛。●街路樹の役割等勉強になった。 色々な意見、

考え方を聞くことができた。●街路樹の事が良く理解できました。 樹木医さんの話が良かった。

●地域の方々となごやかに意見交換できた。 さまざまな意見が聞けて良かった。●各町会との

意見交換等でき、 甲子園の古い歴史を聞かせて頂けたりと大変盛り上がりました。 次回以降も

楽しみに参加させていただきます。●あまりまとまりがなかったかも。 でもそれでもよいのではな

かったかな。●街路樹の考え方がよくわかりました。 地域の街路樹の役割やいろいろな考えが聞

けて面白かった●もっと時間がほしい！●甲子園筋について活発に意見が言えて良かった。 電

柱撤去、 街灯設置に続き最後の課題である街路樹の問題を解決して素晴らしい甲子園筋にし

たいです。

甲子園筋のあるべき姿

甲子園筋の　〇 と ×甲子園筋の　〇 と ×

甲子園筋について甲子園筋について

〇 良いところ

× 悪いところ

甲子園筋は、全国に誇るシンボルストリート

四季折々の緑・美しい街路樹が育つ

調和のとれた美しい甲子園筋

安心して 楽しく歩ける　ホッとする甲子園筋

楽しいコミュニケーションが生まれる甲子園筋

歴史を大切に、街路樹が元気に育つ甲子園筋を

みんなで育てたい

甲子園六番町甲子園六番町

甲子園三番町甲子園三番町

甲子園五番町

甲子園四番町甲子園四番町

甲子園球場へ

甲子園二番町甲子園二番町甲子園二番町

甲子園一丁目甲子園一丁目

浦風町浦風町

甲子園

三保町

甲子園

三保町

出典：国土地理院発行 2.5 万分 1地形図


