
第１０回淡路市環境審議会

　

会議録

１１日

　　

時：令和２年「月２７日 （月）

　

「 ４ ： ０ ０ ～ １ ６ ： ０ ０

１１場

　

所＝本庁１号館２階 大会議室１・２

１１議

　

題 （１） 第９回環境審議会会議録について

（２） 環境審議会の役割について

（３） 環境指標の進捗管理等の報告について

（４） 環境基本計画中間見直し （素案） について

（５） 環境基本計画中間見直しスケジュール

■出 席 者；藤原会長、武田委員、濠山委員、高鍋委員、大上委員、中嶋委員、上野委員、米

山委員、 木村委員、 鳥田委員、 坂本委員

■事 務 局：下原部長、 山田課長、 中野課長補佐、 地主係長、 委託業者 （㈱オオバ２名）

■同席部局：管財課、農林水産課、農地整備課、商工観光課、都市総務課、下水道課、学校教

育課、社会教育課、 まちづくり政策課

【事務局】

それでは失礼します。本日は大変ご多忙の中、第１０回の淡路市環境審議会にご出席を賜り

まして、 誠にありがとうございます。

それでは、早速でございますが、本審議会の会長よりご挨拶をよろしくお願いいたします。

【会長】

本日は環境審議会ということで、 今、ＳＤＧＳという持続可能な開発目標というものがテレビ

でもいろいろ出てきているかと思います。２０３０年を目標に、 目標達成ということで、 国も自

治体も企業も、 自分たちがやっていること、 その持続可能なものにしていこうということに

なっています。 この環境基本計画もそういったものにもつながってくると思いますので、 こ

の見直しでしっかりと議論していきたいと思います。 限られた時間ですが、 皆さん、 よろし

くお願いいたします。

【事務局】

　

どうもありがとうございました。それでは、本日が初めての委員もおられるということで、

会長から順次右回りで自己紹介してもらいます。 よろしくお願いいたします。

【委員】

　

（自己紹介）

【事務局】

　

（自己紹介）



【事務局】

　

それでは、 本日の会議でございますが、 淡路市環境審議会規則第２条により、 審議会の会

議は過半数の委員の出席がなければ開くことができないとなって定められております。 本日

は１４名の委員中、 安田委員、 社領委員、 岡委員の３名の欠席ということでございますので、

出席者が過半数は超えているということで、 本会議は成立しておりますことをご報告申し上

げます。

　

それでは、会議に入らせていただきたいと思います。淡路市環境基本条例第２３条第２項に

より、 会長は会務を総理すると定められておりますので、 会長により議事の進行をよろしく

お願いいたします。

【会長】

　

それでは、 協議事項に入らせていただきたいと思います。 まずは、その （１） 第９回環境審

議会会議録について、 事務局より説明願います。

（１） 第９回環境審議会会議録について

【事務局】

　

説明に入らせていただく前に、 本日配付の資料のご確認をさせていただきたいと思いま

す。 まず、 本日の会議の次第、 続きまして、 審議会の委員の名簿。 次に、 座席表でございま

す。次に、事前配布、案内のときに事前配布させていただきました資料１と右上に書かれた、

第９回環境審議会会議録。続きまして、資料２、環境基本条例が表紙に記載されているもの、

ホッチキス止めしております。 続きまして、 資料３、 Ａ３横のものです。 左上に報告資料１

－１と書かれているものです。 これも事前に送付させていただいておりますが、 念のために

配布させていただきます。 続きまして、 こちらも事前に配布させていただいておりました資

料４と資料５、 素案とＡ３横の環境施策と行動指針、 この２つの資料につきましては、 本日

お持ちいただいているかと思いまして、 配布はしておりません。 もし、 本日お持ちでない方

がいらっしゃいましたら、 お申し出いただければ、 ご用意ありますのでおっしゃってくださ

い。 なお、 資料４と資料５については、当初、 事前に説明させていただいた際に、資料番号が

１と２だったと思いますが、 今回は資料４と５というように、 資料番号の変更をさせていた

だいております。 次に、 最後、 資料６、 Ａ４、 １枚もの、 環境基本計画中間見直しスケジュー

ルというものでございます。 最後に、 淡路市環境基本計画の冊子につきましては、 部数に限

りがございますので、 会議終了後、 ご返却いただきますようお願いいたします。 以上の構成

となっておりますが、 よろしいでしょうか。

　

本日素案と資料４と資料５をお持ちでない方はお申し出いただけたらと思います。

　

本日は事務局からの説明のあと、 委員の皆さまからのご質問に対して、 できるだけスムー

ズな回答をさせていただきたいと考えております。 環境基本計画中間見直し及び報告資料の

作成に携わった担当職員のうち、 管財課、 農林水産課、 農地整備課、 商工観光課、 都市総務

課、 下水道課、 学校教育課、 社会教育課、 まちづくり政策課の職員を同席させていただいて



おります。

それでは説明に入らせていただきますが、まず、 お手元の資料１、 第９回環境審議会の会

議録をご覧いただけますでしょうか。 こちらの資料につきましては、 本会議の開催案内に同

封し、 あらかじめ、 内容を確認いただいているかと存じます。 環境審議会の会議録につきま

しては、 委員の皆さま方のご承認を得たあと、 淡路市のホームページ内に公表することとな

っております。 内容につきまして、 何かご意見等ございましたら、 よろしくお願いいたしま

す。 以上です。

【会長】

ただいま事務局より説明がありましたが、 この件につきまして、 何かご意見ありますでし

ょうか。議事録を事前に配布させていただいていますけれども、ご意見よろしいでしょうか。

【委員】

はい。

【会長】

ご意見なしということで、 第９回淡路市環境審議会のその会議録を淡路市のホームページ

にて公表ということとします。

それでは、 次に次第の （２） 環境審議会の役割について、 事務局より説明願います。

（２） 環境審議会の役割について

【事務局】

　

それでは、 環境審議会の役割につきまして簡単にご説明させていただきます。 資料２をご

覧ください。 まず、２ページ、右側の中段の２をご覧いただきまして、環境基本条例のうち、

第２２条から第２４条までが環境審議会に関する条文となっております。 環境審議会は、 平成

２７年３月に策定しました淡路市環境基本計画に関する諮問機関として、また、 計画の進行報

告に対し、 ご意見をいただく機関となっております。

　

次に、 ４ページと５ページをご覧ください。 このページにつきましては、 淡路市基本計画

の６２ページと６３ページの抜粋資料として、 計画の推進体制と進行管理について添付してお

ります。 環境基本計画の推進や進行管理に関して、 副市長を座長とする淡路市環境基本計画

推進会議を平成２７年５月に設置しております。推進会議の委員において計画を推進し、計画

の進行状況等を点検いたします。 点検結果につきましては環境審議会へ報告し、 審議会から

の助言なども踏まえて、 方針や改善策を検討し、 各主体への働きかけを行います。 また、 環

境基本計画は、 令和６年度を目標年度としており、 施策の進行状況等を踏まえ、 ５年ごとに

見直しを行います。 来年度に５年が経過することになりますので、 本年度中に中間見直しを

行い、 このあと、 委員の皆さま方にも事前にお渡ししております計画素案について審議して

いただきますので、よろしくお願いします。 以上、簡単でございますが、説明を終わります。



【会長】

事務局より説明がありましたが、 環境審議会の役割について、 何かご質問等ありますでし

ょうか。

【委員】

　

（質問なし）

【会長】

　

よろしいですか。 ありがとうございます。

　

では、 続きまして、協議事項の（３） 環境指標の進捗管理等の報告についてとなります。 こ

れも事務局で説明をお願いします。

（３） 環境指標の進捗管理等の報告について

【事務局】

それでは、 環境指標の進捗管理等につきまして、 ご説明させていただきます。 資料３、 Ａ

３横の報告資料１－１と表に書かれている冊子をご覧ください。円滑な会議運営を図るために、

特に重要な内容について抜粋した形で説明させていただきたいと思います。

　

まず、 淡路市における地球温暖化対策についてご説明させていただきます。 淡路市では法

律によりまして、 地球温暖化対策実行計画を策定しておりまして、 削減目標を設定し、 市内

の施設から排出される二酸化炭素の排出量の削減に取り組んでおります。 取組内容の一例と

いたしまして、 室内の温度管理、 不在時や昼休みの照明やパソコン等の消灯、 ごみの減量化

対策、クールビズ、 ウオームビズ、エゴカーの導入、 二重サッシ及び断熱フィルム、エアコン

フィルターの清掃等、 積極的に取り組んでおります。

報告資料の１－１、環境指標の項目の１段目、温室効果ガス排出量をご覧ください。先ほど申

し上げましたような取り組みを行っておりますが、 赤字の平成３０年度では、１２，９５５ｔの温室

効果ガスの排出ということで、平成３０年度を目標年度とする、第２次地球温暖化実行計画の

目標値である基準年比、 －１．９％には及びませんでした。 結果といたしまして、 基準年比＋

８，１％となり、 目標達成には至りませんでした。 しかし、 これは光熱費削減によるソフト的取

り組みと廃プラスチック等の焼却に伴うゴミ減量化への取り組みの、 この２つを合わせた場

合の数値になっておりまして、ソフト的取り組みであります光熱費削減効果だけを見ますと、

目標が基準年比－３．８％に対し、３０年度の実績といたしましては、 基準年比－３．３％という結

果となっております。 ちなみに、Ｃ０２排出量のうち約５０％、 半分が、 先ほど申し上げました

ごみ処理施設の廃プラスチックの焼却によるものであります。 こちらの数値が大きかったと

いうことで、 目標達成には大きく至らなかったということになります。

　

なお、 地球温暖化対策実行計画につきましては、 ５年に一度見直すこととなっておりまし

て、本市においては、平成３１年３月に第３次実行計画を策定いたしました。本計画では平成

２５年度を基準年といたしまして、令和５年度には排出量を１８．９％削減という高い目標を掲げ

　　　　　　　　　　　　　

４



ておりまして、 各施設の排出状況の進捗管理を徹底させるとともに、 施設担当部署へのヒア

リング等を行うなど、 効率的かつ、 効果的な削減への取り組みを行っているところでござい

ます。 以上が地球温暖化対策になりまして、 環境指標の数値については、 他は一覧の記載の

とおりとなっておりますので、 もし、 ご不明な点がございましたら、 後ほど質疑の際にお伺

いいただければと思います。

続きまして、２ページに行っていただきまして、報告資料１－２、環境指標に対する取組をご

覧いただけますでしょうか。 １ページ目の基本施策、 左から２行目の欄を見ていただきまし

て、（２） 再生可能エネルギー活用の推進の取り組みといたしまして、 竹資源供給体制整備事

業についてご説明させていただきます。 こちらにつきましては、 現在、 市内において、 竹の

ボイラー施設の整備が検討されているところで、 今後、 燃料となる竹チップを安定して供給

する体制を整備する必要があるため、 竹林の伐採を行い、 竹の資源化を進める地域団体に対

しまして、 補助金を交付する事業でございます。 市が竹林の伐採や竹チップ、 竹の資源化を

促進する目的といたしましては、 里山の保全の観点と、 化石燃料ではない竹チップ燃料を活

用することにより、Ｃ０２の削減、地球温暖化対策の観点によるところでございます。補助金の

上限額につきましては、 １団体当たり１００万円となっておりまして、 現在、 合計２団体に活

用していただいております。 本事業における昨年度の実績といたしましては、 １団体あたり

約１，５００本ぐらいですので、 ２団体ということで約３，０００本の竹の伐採が行われました。

　

続きまして、 同じく１ページの基本施策の項目の５段目、 里山里海の保全の推進といたし

まして、 かいぼり活動に関する事業について、 ご説明させていただきます。 かいぼり活動に

関する事業は、 農地整備課と農林水産課で実施しております。 まず、 農地整備課では、 農家

数の減少や高齢化などにより、 ため池の維持管理を行うことが困難となってきている団体に

対して、 かいぼり作業に係る補助事業を実施しております。 補助率につきましては２分の１

で、 上限額は５０万円となっておりまして、 昨年度については１団体、 淡路市の八畑地区が交

付を受けておりまして、 土木業者に対する委託費などに活用されています。

　

また、 農林水産課では、 里海保全の観点から、 農地整備課に先駆けまして、 農業従事者と

漁業従事者との連携による、 かいぼり活動を実施しております。 こちらについては、 昨年度

は岩屋地区の御手洗池と東浦、 久留麻地区の内ヶ池の２カ所で実施しておりまして、 農地整

備課で取り組みのかいぼり活動に併せまして、 窒素やリンなどの養分を海に供給することに

よって、 豊かな海、 豊かな漁場を確保するための取り組みが行われています。

　

続きまして、 同じく１ページ、 基本施策の項目の７段目、 ４Ｒの推進の取り組みについて

ご説明させていただきます。 生活環境課におきまして、 毎年、 ごみ減量化等推進協議会を開

催させていただいております。この会によりまして、平成３０年度には新たに古着類や紙類を

資源化いたしております。 また、 各エゴプラザでの粗大、 不燃ごみの受け入れ等を実施して

おりまして、 市内のごみの減量化、 及び市民の方の利便性を考慮した回収方法の提案など、

さまざまな案が提案され、 実現されております。

　

続きまして、 報告資料１－２、 ２ページをご覧ください。 基本施策の （１） 良好な大気環境の

保全と、（２） 良好な水環境の保全についてですが、 こちらにつきましては兵庫県で公表され

ております、大気・水質等常時監視結果、備考欄に書かれています、ひょうごの環境「環境白

に
Ｕ



書」 によりまして、 大気・水質等に関する結果が公表されております。 淡路市には大気の測

定局はございませんが、 その年の測定局による結果では、 環境基準を超えている項目はござ

いません。

　

次に基本施策の（３）騒音・振動・悪臭の防止、及び（４）近隣公害の防止と快適な住環境の

形成については、 県において航空機騒音の測定を実施しているほか、 市においては、 毎年、
市内の主要道における自動車騒音の測定を行っておりまして、 国へ報告をしております。 騒

音に係る環境基準の達成状況を把握、 評価いたしまして、 今後の総合的な沿道対策のための

施策立案に寄与しております。 また、 騒音や振動を発生させる施設等を設置する事業者への

指導、 及び同様の建設工事を実施する業者への届け出の義務化、 及び苦情があった際の指導

等を行っております。

　

次に一番下の欄、（３） 情報提供・共有の推進の取り組みについてご説明させていただきま

す。 淡路市環境対策補助金というものがございまして、 住宅用太陽光の発電システム設置補

助事業については、 長年補助を行ってきておりまして、 一定の普及効果があったことから、

平成２９年度をもって廃止いたしました。その代わりといたしまして、電力の効率的な活用促

進を目的にした、 住宅用蓄電池設置補助事業を開始いたしました。 ホームページや広報等で

広く周知いたしまして募集をしており、 平成３０年度の実績は、 申請件数が３１件、 今年度に

ついては昨年の１２月の末時点で２７件の申請を受理しております。

　

また、 その他の環境対策補助金であります、 生ごみ減量化機器設置補助については、 引き

続き実施しておりまして、 毎年十数件の申請がございます。 その他の環境指標に対する取り

組みにつきましては、一覧表のとおりとなっておりますので、ご不明な点がございましたら、

後ほど質疑の際にお伺いいただければと思います。

　

最後に、 ページをめくっていただきまして、 報告資料２、 こちらにつきましては、 各基本

施策に対しまして、 昨年度、 どのような取り組みをさせていただいた事例について、 施策ご

とに全て紹介させていただいております。 こちらにつきましては、 お時間の都合上、 一つ一

つの説明は割愛させていただきたいと思います。 ご不明な点がございましたら、 後ほど質疑

の際にお伺いさせていただきますので、 よろしくお願いいたします。 以上、 簡単ですが、 説

明を終わらせていただきます。

【会長】

環境指標の進捗管理等のご報告というところで説明があったところですが、平成３０年度の

指標の進捗管理について、 何かご質問等ありませんでしょうか。

【委員】

　

目標に対して、 達成できなかったところもあるのですが、 その理由も一覧表で少し書いて

おいていただければ分かりやすいかと思います。 何で達成できなかったのかとか、 その理由

を入れておいていただければ、 表としては見やすいのではないかと思います。



【事務局】

　

目標ですが、 前期の環境基本計画については、 あえて、 方針として目標は設定せずに、 進

捗管理だけしていきましょうというところで進めてきたと思います。 後にまた説明させてい

ただきますが、 後期においては、 一定の目標値を設定しないと、 計画を推進していくには難

しいのではないかということで、後期分については少し変えていこうかなというところです。

　

そして、 温暖化対策については、 別の計画で目標値を５年間で設定しておりましたので、

そのような説明になったところです。 結果とすれば、 ソフト事業として、 電気の使用料等に

ついては削減できたのですが、 ごみについては、 淡路市の中でごみ焼却場がございまして、

そちらの方で焼却しております廃プラスチック、 この廃プラスチックの量が昨年度は非常に

多く、 そのため数値が上がったというところです。 それについても、 今、 廃プラスチック問

題は世界中で問題になっておりますが、 淡路市でも市民に啓発して、 今後廃プラの分別も検

討していかなければいけないのかなというところで考えているところでございます。

【委員】

そのごみですが、 家庭ごみと企業系のごみを分けて分析する必要があると思います。 一緒

にしてしまうと、 工業というか、 そういうのが発展してごみが増えた場合と家庭ごみが増え

てそうなっているのか、 企業系のごみが増えてそうなっているのかを分けて考えた方がいい

と思います。 ごみを減らせと言っても、 限界があると思うので。

【事務局】

おっしゃるとおりでございます。 淡路市の今の体制としましては、 家庭系については、 －

言で言えば進んでいます。 事業系については、 自らの責任において処分してくださいという

ようなところで、 分別や資源化が若干遅れています。 その辺りを強化していこうということ

で、 先ほど少し申し上げたごみ減量化検討会議に事業者の方に入っていただいて、 商工会な

どを通じて、何らかのかたちで事業系のごみも分別していただき、資源化してＣ０２の排出量を

削減していきたいということで、 始めかけたというところであります。

【委員】

　

ありがとうございます。 もう一点。 家庭用のごみと来訪者のごみというのは分けることは

できるのでしょうか。

【事務局】

　

ごみ質の分析に関しましては、 可燃性のごみに関しましては北淡地区にあります夕陽が丘

クリーンセンターというごみの焼却場に全てまとめられておりまして、 ごみビットが１つあ

ります。ごみ質の分析に関しましては、そこのごみビットに入っているごみを撹梓したあと、

それをつかんで分析しております。 ごみの分析に関しまして、 家庭系と事業系と入り口が一

つになっておりますので、 つかんだごみの家庭系と事業系の区別は不明です。 そのため、 搬

入割合でみることぐらいしかできない状況となっています。
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【事務局】

いただいた意見で感じましたのは、 ごみビットの投入口が３カ所あります。 その３カ所の

うち、 事業系はここからしか入れないとするなど、 きちっとした仕分けできませんが、 大体

事業系のごみはここの部分だけで撹梓し、 家庭系はこの部分だけで撹梓する、 といった形を

取れば、 大体の事業系の廃プラの割合と一般家庭の廃プラの割合が把握できるので、 廃プラ

の問題を解消していく一つの手段として、 検討したいと思います。

【委員】

そうしますと、 観光客と来訪者の方は、 事業系に入ることになりますか。

【事務局】

それが多いと思います。 観光施設や宿泊施設から排出される分については、 事業系という

ことで別に収集はしています。

【会長】

ありがとうございます。 その他にいかがでしょうか。 進捗状況については、 よろしいです

　　　

【委員】

意見なし

【会長】

はい、 ありがとうございました。

それでは、 続きまして、協議事項 （４） の環境基本計画中間見直し（素案） についてになり

ます。 こちらは環境基本計画の淡路市環境基本条例第２２条第２項の規定により、 令和２年１

月１４日、市長から本審議会へ諮問がありました。このあと、説明をしていただくわけですが、

本日淡路市が計画策定の委託業者より、素案の内容についてご説明いただきます。それでは、

よろしくお願いします。

（４） 環境基本計画中間見直し（素案） について

【事務局】

まず、 資料４のＡ４版の素案と、 Ａ３版の資料５を使って説明させていただきます。 今回

の計画の見直しの趣旨ですが、現在の計画は、平成２７年３月に策定されたもので、計画期間

が平成２７年 （２０１５年） から２０２４年までの１０年間の計画となっております。 今回の見直し

は、その中間地点での見直しということになっております。 素案の２５ページの施策体系のと

ころで全体像を載せていますが、 これの 「将来像」 と６つの 「基本目標」、２２の基本施策、 こ

の部分に関しては、 多少文言を見直している部分はありますが、 基本的にはこの計画の柱の
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部分は、 変更せずに進めております。

　

次に３０ページ以降の４章になりますが、 環境施策と環境行動指針を中心に、 平成２７年の

計画策定後の環境を取り巻く社会状況や淡路市の状況等を踏まえまして、 見直しを行ってお

ります。 それ以外に今回見直しの中で大きく変わった点が２つありまして、 １つ目は今後の

５年間で、 特に力を入れて取り組む事項として、 重点プロジェクトというものを新たに設定

しました。 ２つ目は、 計画の進捗状況を測る環境指標として、 重点プロジェクトを中心とし

た目標値を設定したことです。

　

まず、 計画素案の全体構成について説明させていただきます。 表紙を１枚めくっていただ

いて、 目次になりますが、 全体の構成としては大きく変わったのは第５章の重点プロジェク

トが新たに加わったというところが大きいところになるかと思います。

　

まず、 １ページ目、 第１章の計画の基本的事項は、 今回の見直しに併せて時点更新を行っ

ております。 併せて３ページ目からの第２章の淡路市の環境の現況に関しましても、 現時点

での最新情報で更新を行っております。

　

次に、 第２章については、２２ページが新たに追加した項目となっておりまして、 第７節の

環境を取り巻く社会情勢というところで、 計画策定後の環境を取り巻く社会状況や淡路市の

社会状況を新たに追加しております。 例えばＳＤＧＳが設定されたことや、 海洋プラスチッ

クごみの削減などについて記載しております。

　

続きまして、２５ページからの第３章は、 先ほども説明させていただいたように、 内容は大

きく変更しておりません。

　

続きまして、３０ページの第４章、 こちらは見直しを行っております。 内容については、 後

ほど説明させていただきます。

　

次に７６ペ ジの重点プロジェクト。 こちらが新たに加わりました。 こちらについても、 ま

た、 後ほど説明させていただきます。

　

最後、 第６章

　

計画の推進体制と進行管理に関しましては、 先ほども申しましたように、

８７ページに目標指標を新たに追加しております。

　

ここで訂正ですが、８６ページの環境指標の現状値というところがありますが、（３） 里山里

海の保全の推進ですが、現在の（改定時）のところが「１箇所」となっていますが、「３箇所」

に訂正させていただきます。

　

併せて、 隣の８７ページの目標指標の一番下、基本目標２の①里山里海保全活動の推進・支

援を現状値の 「１ヶ所」 を、「３ヶ所」 に訂正させていただきます。

　

引き続き、 全体的に見直しを行いました、 第４章について説明させていただきます。 資料

５のＡ３版の資料を見ていただきたいと思います。 このＡ３版の資料が、 計画書の第４章の

環境施策と環境行動指針の部分に当たります。 先ほども申しましたように、 環境を取り巻く

社会状況や、 淡路市の施策の進捗状況等を踏まえて、 施策や行動指針を見直しております。

主に見直した部分は、 資料のＡ３資料の黄色になっている部分になります。

　

なお、環境行動指針、市民・事業者・滞在者の記載内容は、大きくは変更していませんが、

全体的に平成２７年の計画よりも、語尾をできるだけ言い切る形に表現を変更しています。例

えばＡ３資料の１ページ目、１） 情報提供・啓発の促進の市民のところで、「実践する」 とい
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うところが黄色くなっていますが、 前の計画では 「心掛ける」 という表現でしたが、 できる

だけもう一段階表現を上げて、「実践する」というような、そういった形の修正や更新が多く

なっております。

それでは、 施策として大きく変わった部分を説明させていただきます。 赤く囲っている部

分が大きく変更している部分になります。

　

まず１ペ←ジ目の基本目標１ （１）４） 地球温暖化適応策の推進ということで、 近年の気候

変動の影響への対処としては、 温室効果ガスの排出抑制を図る緩和策と、 既に現れている影

響や中長期に避けられない影響による被害を回避・軽減するための適応策のどちらも必要不

可欠と考えられています。 そういった観点から、 この地球温暖化適応策の推進というものを

新たに追加しています。 行政の環境施策といたしましては、 気候変動の影響を見越して、 雨

水貯留施設の整備や防災・熱中症等に関する情報の提供等の対策を推進するということを記

載しております。 併せて市民の方は、 適応行動に取り組むとしています。 事業者の方も、 気

候変動適応の推進というところと、 適応ビジネスの展開という形で記載しております。 滞在

者に関しましても、 気候変動適応行動に心掛けるという形で記載しております。

次に２ページ目の安心安全な再生可能エネルギー活用の推進の４） 環境影響評価の実施と

いうところですが、 これも新規追加となっております。 これに関しましては、 平成２４年の電

力の固定買取制度の開始以降、 太陽光発電、 いわゆるメガソーラーによる光害というものが

顕在化していることを受けまして、 兵庫県では今年度より太陽光発電や風力発電所等を建設

する場合に、 環境影響評価を行うことが条例として定まっておりますので、 それに併せて新

規に追加しております。 行政の環境施策といたしましては、 県と連携しながら条例に基づき

環境影響評価の実施を周知としております。 市民は、 その制度への協力というところで、 説

明会に参加をしていく。 事業者は適切な設置というところで、 必要に応じた策を講じた上で

設置するとしています。 滞在者は、 環境影響評価制度への理解と協力としています。

続きまして、（３）環境に配慮した交通の推進の１つめ、１） 地域の特徴を踏まえた効率的な

交通手段の導入というところです。 これに関しましては、 平成２７年の計画の策定以降に、 こ

の淡路島の島内３市で公共交通網形成計画というものが策定されております。 従いまして、

これに基づき取り組みを進めるという形で表現を変更しております。

　

続きまして、２）低公害車の導入推進というところで、行政の環境施策に関しては、公用車

の購入・更新などというように、 できるだけ例示的に具体に記載するようにしました。

　

次に （４） 森林の保全・育成・整備というところでは、１）２） を統合いたしまして、 森林の

健全な保全・再生としています。現状では、この間伐材などの利用推進というところですが、

放置竹林の対策の実施というところは行っております。 植林の健全な保全・再生という観点

では、間伐の実施も含まれているということを踏まえまして、この２つを統合しております。

これに関する行政の環境施策といたしましては、 今年度から森林環境税を原資に、 国から県

や市町村に森林環境譲与税が譲与されることになったことから、 これについての記載に改め

ております。

　

続きまして、３） 緑地の保全・緑化の推進というところで、 これに関しましては２０１５年１２

月に淡路市都市計画マスタープランを策定しておりまして、 計画に基づいた地域環境と一体
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となった森林・里山環境の保全を図られているため、 この基本目標２の公園・緑地の充実に

統合する形で考えております。
続きまして、 ３ページに移ります。 基本目標２の自然共生社会の実現になります。 こちら

の （１） 生物多様性の保全の推進の２） ですが、 こちらの方は都市計画マスタープランの推進

というかたちで施策を改めております。 理由といたしましては、 前計画のときは都市計画マ

スタープランの策定になっていましたが、 すでに策定されておりまして、 これに基づいて進

められていることから、 そういった内容の記載に変更しております。

　

その下、５）自然環境保全活動の推進、これに関しては、前計画よりもどのような行動、活

動を行うのかを、 できるだけ具体に記載するように変更しています。
続きまして、４ページの （３） 里山里海の保全の推進の４） 海岸環境整備事業の推進を、 豊

かな里海の再生ということで施策の変更をしております。 前計画の海岸環境整備事業の推進

については、 市内の砂浜や海岸は、 基本的に県の所管であるため、 市としての事業実績とい

うのはなかなかないという状態にあります。 ただし、 海に面した市として、 海洋環境の保全

再生は重要であるということから、 豊かな里海の再生という施策の名称に変更し、 海洋ごみ

や海洋プラスチック問題についても記載しております。 また、 名称は変更しておりますが、

海岸環境についても表現を変更しながら残しております。
続きまして、３） 公園・緑地の充実です。 こちらのほうは基本目標１の緑地の保全・緑化の

推進というものを削除した関係で、 こちらのほうで都市計画マスタープランに基づき、 周辺

の自然環境と調和した公園・緑地の環境整備を推進するとともにという形で、 こちらのほう

に記載しております。

　

続きまして、５ページの基本目標３

　

循環型社会の実現になります。（１） ４Ｒの推進におい

て、 これは赤で囲っていませんが、１） 情報提供・啓発の推進というところで、 食品ロス等に

ついても新たに記載しております。 併せて滞在者のマイバッグ・マイボトル運動の推進のと

ころですが、 マイバッグについては他市からの訪問客への周知も必要という観点から、 滞在

者にも新たに追加しておりますｄ

　

その下の２）効率的なごみ収集の取り組みに関しまして、行政の環境施策において、分別収

集計画だけでなく、 一般廃棄物処理基本計画にも基づいて取り組んでいくことを記載してお

り ま す。

　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　

その下 （２） 廃棄物の適正処理の実施というところで、１） と２） を統合して、 一般廃棄物の

適正処理の推進という名称にしています。 事業系の廃棄物も一般廃棄物に含まれるという観

点から統合しております。 内容につきましては、 両方ともを踏まえて記載しています。

　

続いて６ページ目につきましては、 大きく変更した箇所はございません。

　

次は７ページの基本目標４になります。 安全・快適社会の実現というところで、（２） 良好

な水環境の保全の２） と３） を統合して、 計画的な下水道整備と普及率の向上としています。

下水道の整備と普及率の向上というのは、 密接に関係している内容になりますので、 施策と

しては１つにしています。 内容的には両方ともを反映しております。

　

続きまして、８ページ、（３） 騒音・振動・悪臭の防止の２） 快適な住環境の創出というとこ

ろですが、 この施策に関しては削除させていただいております。 前計画の内容が、 都市計画
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区域の見直しを行うなどとの記載があり、 どちらかというと都市計画的な話が記載されてお

ります。 そういった観点から、 今回この部分は削除させていただいております。

　

続きまして （４） 近隣公害の防止と快適な住環境の形成の３） ごみ持ち帰り行動の推進とい

うところです。こちらのほうは目標３に記載している内容の再掲でしたが、これに関しては、

その上の、１） 環境マナーの周知・啓発で、 ごみの持ち帰り行動というのを市民・事業者・滞

在者に新たに付加して、 再掲であるごみの持ち帰り行動の推進自体は、 削除しています。 た

だし、 施策については、１）に反映しております。

　

続きまして９ページ目、 一番上の老朽空き家対策の推進というところですが、 老朽という

文言を施策から取っております。理由といたしましては、平成３１年３月に「淡路市空家等対

策計画」 を策定しており、 空き家に関してはこちらのほうで、 この計画で進めていくという

ところになっております。 そのため、 老朽の空き家だけでなく、 空き家全般で対応していく

ということになりますので、 老朽という表現を削除しております。

　

その下の４） エリアマネジメントの推進とありますが、 これは新たに追加しております。 現

状で高齢化や人口減少が進んでおりまして、 行財政の減少も進んでいるという状況の中で、

行政主導から住民・事業者等の主体的な地域づくり活動というのが求められています。 そう

いった観点から、 エリアマネジメントは地域の快適性、 コミュニティの維持・形成、 災害時

の共助等においても重要な役割を果たすという観点から、 新たに追加しております。 行政の

環境施策といたしましては、 市民等が主体となった地区の清掃活動や公共空間の維持管理、

ルールづくり等を支援し、 コミュニティの維持・形成を図るとしています。 市民に関しまし

ては、 地域の価値の維持・向上というところで、 そういった活動に参加するとしています。

事業者に関しても同じく、 参加・協力するとしています。 滞在者に関しても、 エリアマネジ

メントの取り組みの趣旨を理解して協力を心掛けるとしています。

　

続きまして１０ページ、基本目標５になります。環境資源を活用した地域活性化の実現の（１）

自然環境を活用した都市山農漁村交流の推進というところで、新たに３）マリンスポーツ等の

適切な振興というのを新たに追加しております。 近年、 市内のジェットスキーの走行騒音で

あったり、 釣り客のごみの投棄等の苦情が多くなっている状況にありまして、 本市の観光振

興の一環として、 マリンスポーツ等の振興に向けて、 周辺環境への配慮が急務という観点か

ら、 新たに追加しております。

　

新計画の行政の環境施策といたしましては、 マリンスポーツや釣り等による騒音、 ごみの

ポイ捨て等の問題の解消に努め、 観光振興と周辺環境の維持の両立を図るとしています。 市

民に関しては、 観光公害とならないよう心掛けるとしています。 事業者に関しては、 環境に

配慮した事業の実施ということで、 十分に配慮した事業を実施するとしています。 滞在者に

関しても、 周辺環境に配慮したマリンスポーツ等の実施というように、 市民と同じような記

載となっております。

　

その下の（２）歴史・文化資源の保全と活用のところの、１）文化財の適切な保護・保全に向

けた管理の推進、２）歴史・文化資源の活用の推進というところで、文言を多少変更しており

ます。１） のほうで保護・保全、２） は活用という形で内容の整理を行っております。

　

続きまして、１１ ページ目、（３） 環境資源を活用した良好な景観の保全・形成のところで、
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２）里山景観の維持というのを新たに追加しております。棚田地域振興法が令和元年８月に施

行されておりまして、県が棚田振興計画を策定し、棚田地域を指定することとなっています。

これに併せた対応が必要という観点から、 新たに施策を追加しております。 行政の環境施策

といたしましては、 棚田地域振興計画に基づき、 棚田等の保全及び棚田地域の振興を図ると

いうところと、 各種制度を活用した豊かな自然環境の保全及び良好な景観の保全を図るとし

ています。

　

それに対する行動指針といたしましては、市民は棚田と景観維持への参加・協力。事業者・

滞在者も同じように、 参加・協力としております。

　

最後１２ページ、 基本目標６、 地域力にあふれる社会の実現というところですが、 ここにつ

いては大きな変更はございません。

　

この資料５の環境施策と行動指針が計画書の４章にそのまま入っているというところにな

ります。

　

引き続き重点プロジェクトについて、 資料４の素案を使って説明させていただきます。 内

容といたしましては、７６ページからになります。

　

５章の重点プロジェクトは、 今後５年間で重点的に進める内容として、 今回新たに計画書

に盛り込んだ内容になります。 淡路市の総合計画や社会情勢から重点プロジェクトを設定し

ていますが、 その方向性としては７６ページの下に書いてありますように、 淡路市の主要産業

の １つに観光が挙げられるというところで観光への寄与。 近年、 頻発・甚大化している災害

に対して、 災害の状況を受けまして、 安全・国土強靭化への寄与。 全世界的に地球温暖化対

策等が急務であるというところで、 一番初めに会長からもお話しがありましたように、 ＳＤ

ＧＳの推進。この３つの観点からプロジェクトを掲げたものが７７ページ以降に記載しており

ま す。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　

、

　

ここで基本目標１と書いてあるのは、 ４章に基本目標１から６が掲げ、 環境施策を記載し

ておりますが、 その環境施策の中で特に何を頑張っていくかというところで、 具体内容を記

載しております。 地球温暖化対策実行計画の推進といたしましては、 温室効果ガス排出抑制

の推進というところに力を入れていくとしています。

　

次に、 地産地消の推進というところでは、 地産地消を推進するイベントの開催、 淡路の農

産物・加工品のブランド化の推進、 学校給食での市産品の使用という、 この３つに力を入れ

て取り組むこととしています。

　

続きまして、７８ページ、 同じくここも基本目標１ですが、 地域資源を活用した自立・分散

型エネルギーシステムの検討では、 生穂新島メガソーラー維持管理事業というものを継続し

て実施していきます。 もう一つは、 自立型ネットワークシステムの構築の検討として、 メガ

ソーラーで発電した発電を災害時に利用できるようなシステムを構築していくことを検討し

ていくとしています。

　

次に、 森林の健全な保全・再生で力を入れていく事業としては、 淡路市森林環境整備基金

活用事業と、 放置竹林拡大防止事業をあげています。

　

次に基本目標２の自然共生社会の実現では、 耕作放棄地対策の推進として、 北淡路地区に

おける事業者等の農業参入事業の推進と、 和牛放牧を利用した農地管理として牛を使った下
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草刈りというところに力を入れていくとしています。

里山里海保全活動の推進・支援といたしましては、 かいぼり活動の支援事業に力を入れて

いくとしています。

続きまして８０ページ、基本目標３

　

循環型社会の実現においては、効率的なごみ収集の取

り組みということで、 ４Ｒの推進と して、 ４つのＲ、 リ フュー ズ、 リデュース、 リユース、 リ

サイクル、 それぞれの取り組みを推進していくとしています。

　

次に、 ごみの持ち帰り行動の推進といたしましては、 ごみの持ち帰りの啓発看板の設置及

びボランティア清掃活動の支援というところ。 もう一つが、 海水浴場駐車場有料化の検討と

いうところを挙げております。

　

次に８１ページの基本目標４

　

安全・快適社会の実現においては、 計画的な下水道整備と普

及率の向上というところで、 下水道への接続の推進を挙げております。

　

８２ページの基本目標５、 環境資源を活用した地域活性化の実現というところで、 歴史・文

化遺産の活用の推進で、「文化財保存活用地域計画」 の策定というのを掲げております。

　

また、里山景観の維持においては、農地、農道、ため池等の保全推進事業、棚田地域振興法

を踏まえた取り組みの推進といったことを挙げております。

　

最後に基本目標６に関しては、 地域力あふれる社会の実現では、 情報提供による市民参画

の推進というところになります。 現状も進めていますが、 広報誌や市のホームページを活用

した情報発信の推進というところで、 定期的な更新等に進めていくとしております。

　

重 点プロジェクトについての説明は以上で、最後に８７ページです。８６ページが、前計画に

もあった環境指標になります。 こちらのほうは、 先ほども説明がありましたように、 現状値

というのは示していますが、 目標値がない状態というところで、 前計画策定時には、 そうい

ったかたちで進めていくとしたというのは伺っております。 ただ、 目標値がないと、 達成度

というのがやはり分かりにくいというところもありましてので、今回８７ページに目標指標と

を設定させていただいております。 目標指標に関しましては、 先ほど説明させていただきま

した重点プロジェクトを中心に設定しておりまして、 これの進捗管理を今後５年間しっかり

進めていくということになっております。 そのため、 現状値と目標値の両方を記載しており

ます。 一つ一つ細かい設定内容については割愛させていただきますが、 それぞれ基本目標１

から６まで、 目標値を設定しているということになります。 説明のほうは以上になります。

【会長】

　

ありがとうございました。 ただ今説明がありました、 この見直し案が本日の中心議題にな

りますので、 これに関しまして、 ご意見をお願いしたいと思います。 気付かれたところから

お願いしたいと思います。

【委員】

説明のあったところではないのですが、 計画書の３ページのところの淡路島総面積が、

１８４．２８ ｋｍ２となっていますけれども、 現在は１８４．３ｋｍ
２で少し変わっていますので、 現在ホー

ムページで示している数値にするべきではないかと思います。 そして同じく７ページに地目
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別土地利用のところも１８４．３ｋｍ
２で良いと思います。 これ、 実は県の統計書からきていると思

いますけども、 それを見ましても、１８４．３ｋｍ２となっております。 良いでしょうか。

【事務局】

はい、 ありがとうございます。

【会長】

　

はい、 ありがとうございました。 数値の訂正というところですが。 内容を確認して、 お願

いします。 そのほか、 いかがでしょうか。

【委員】

計画書の２４ ペー ジのところに、 ＳＤＧＳ の １６９ のターゲットの内容で関係あるものが記載さ

れていますが、 例えば７９ ページを見ていただきますと、７９ ページのプロジェクトの最後の

ところ、里山里海保全ところですけども、ターゲット１４．５というのが示されているのですが、

２４ページの表の中には入ってきていない。 抜いている理由が何かあるのでしょうか。

【会長】

７９ページの一番下に、 ターゲット１４．５と入っていますけど、２４ページには入っていない

ということは、２４ページの方が抜けているということでしょうか。

【事務局】

はい、 入れさせていただきます。

【委員】

　

計画書の５３ ページの表の中の右の列、 環境施策の内容というところで、「ごみのポイ捨て

や持ち帰り、 大・猫の糞」 と書かれているのですが、 ポイ捨てというのは悪い行為で、 持ち帰

りというのは、いい行為です。同じように並べるのではなく、何か変えらないかと思います。

それと、「大・猫の糞」 だけでは分かりませんので、「放置」 とか、 そういう言葉もいるのでは

ないかと思います。 持ち帰りのところは、 例えば、「看板を通じて、 ごみの持ち帰りなど環境

マナーの徹底」 というようにすれば、 文章としては通じるのかと思います。

【会長】

今の意見はよろしいですか。

【事務局】

はい。
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【会長】

では、 この部分は、 文言を精査して修正するということでよろしいでしょうか。 他、 いか

がでしょうか。

【委員】

　

資料５の２ページ目の環境影響評価の実施、メガソーラーに対する環境影響評価の実施で

すが、 これは面積とかは県の条例で決まっているのですか。 どれぐらいですか。

【事務局】

面積ではなくて、 発電量で決まっています。
※訂正事項：兵庫県の条例を確認したところ、 太陽光発電については、 ５ｈａ以上が環境影

響評価の対象となっています。

【委員】

　

メガソーラーを設置する場所が問題で、 例えば、 山を削ってつくるとか、 ため池の上につ

くるなどは、 生態系への影響がかなり大きいのと、 山を削ってつくる場合は、 防災上の問題

がかなりあるので、 面積がどれぐらいになるのかということが１つ問題となります。 また、

ため池の場合は、．そのため池の生態系を全部壊してしまう恐れがあるので、 小さくても、 そ

このため池の状態を調べてからでないと許可できないのではないかと思います。 淡路では、

ため池に太陽光パネルを浮かべているところが結構あるのですが、 そこの生態系が本当に大

丈夫なのかということと、 場合によってはそのため池が、 水鳥の渡りの中継地になっている

ところがあると思うのですが、 そのような調査をやられているのかどうかというのが１つあ

るかと思います。 多分、 規模が小さいので、 その辺りを無視しているのではないかと思うの

ですが。 ため池が結構ありますが、 ほとんどそのようにされてしまうと、 魚もそうですが、

鳥の中継地がなくなってしまう可能性があるので、 やはりあらかじめ、 このため池は太陽光

パネルを設置しては絶対だめとか、 何か対策を打っておいた方が良いのではないのかと思い

ます。 １つの池に設置するなら、 あまり影響ないということなのですが、 具体的にどのよう

なやり方をすればよいのか分かりませんが、 環境影響評価をやるときに、 そういったことを

決めておいたほうが良いのでないかと思います。 県の条例とは別に、 市として重要なとこは

先に押さえておいた方がいいと思います。

【委員】

その話に関連して、同じ問題意識持っていまして、県の緑条例では、１，００ｏｎｒ以下のところ

の開発に関しては、 届け出等の手続きの対象外となっているので、 それより小さい面積のと

ころで太陽光を設置している例がいくつかあって、 住民の方々から 「何とかして欲しい」 の

ような話は出ていたりするところであるので、 そのような小規模なパネル設置をどうするか

という話があるかと思います。 そのような小さい規模のものは県では拾えないので、 市の方

で拾ってほしいというところで、 どこかの部署を経由して、 事業や景観の部分で配慮できる
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部分もあるかと思うので、 設置の仕方などでのアドバイスできる機会をつくるというのが大

事かと思います。

【委員】

　

メガソーラーのところで、 新計画の行政の環境施策として、 環境影響評価の実施を事業者

に対して周知するというのがありますが、 住民にしたら、 もう全部終わった段階で説明会と

いう形でしか知ることができないので、 行政としても環境影響評価を実施しているというこ

と自体を市民に知らせる必要はないのかと思います。 文章表現が、 影響評価の取り組みする

こと自体は、 事業者だけにしか周知されないというように見えますので、 住民にもそのよう

な計画があって、 今現在、 環境影響評価をしていますというような広報的なことはいらない

のかというように思いました。

【会長】

ありがとうございます。 その件はいかがでしょうか。

【事務局】

　

まず太陽光発電設備の生態系への影響についてですが、今回の市の環境基本計画の中では、

頭出しとして記載させていただいており、 もし、 これに対して何らかの形で、 市や県が規制

をかけるということになりますと、 条例の検討などが必要かと思います。 水上バイクのこと

が淡路は結構問題になっているのですが、 それについても、 今回は頭出しとして、 そういう

ことに気を付けていきましょうというところで目標を掲げて、 あとは運用の中で、 どこまで

市として、 規制をかけることができるかとかいうことを考えていきたいと思います。

　

冒頭にも申し上げさせていただいたのですが、 本審議会については、 市長の諮問機関とな

っておりますが、 これまではそういう諮問機関としての働きがあまりなかったように思われ

ます。 今回初めて、 このような計画の中間の見直しというところで、 皆さまにご審議してい

ただき、 これを機に、 今回ご意見をいただいたことについても、 今後、 皆さまのご意見を聞

きながら、 進めていければと考えています。 この基本計画では、 基本的なことを書かせてい

ただいたらと考えています。

【委員】

それはそうなのですが、 やはり、 書いただけでは具体的に何もならないので、 それをどこ

かで決めていただくというふうにしといていただかないと、 書いて終わりというのではちょ

っと寂しい気がします。

【委員】

決まったことだけを伝えられても。

１７



【会長】

　

規制とか運用自体は、 この中に書き込むことではないけれども、 仕組みができるように、

うまく書き込むことは必要で、 機能するような書き方に修正していただきたい。 ここの変更

理由自体が、 太陽光発電がたくさんつくられてきたけれども、 それによって市民自体も不利

益を被っていることが問題ではないかという意見も出てきているので、 この項目が新たに加

わったということですので、 機能するような書き方に少し修正できるものは修正して、 実際

には規制・運用で適切にやっていくという方向なのかと思います。

　

そうした際に、 ちょっとアイデアをいただきたいのですが、１つは、 今のご意見ですと、新

計画の行政の環境施策のところで、 事業者に対してだけではなくて、 市民へも環境影響評価

の実施を周知するというところで、 決まってからではなくて、 事業をやること自体の周知が

必要ではないかというご意見が、 ２名の方からいただいたことになるかと思いますが、 市の

環境施策の 「条例に基づき、 市民・事業者に対して実施を周知する」 についてはどうなりま

すか。

【事務局】

　

少し前に風車の設置などについて環境影響が義務づけられたと思いますが、 その際には、

広報など，の身近なものには掲載していなかったと思います。 普段、 市民の皆さんは見られな

いかと思いますが、 官報や告示など、 条例で定められている方法で伝えています。 今後、 そ

のような環境影響評価が必要になったときに、 このように変わってきているというようなこ

とを説明する機会があるときには、 太陽光に関する規制についても、 一緒に説明できればと

思います。

【委員】

　

ある開発行為の際に、 オシドリの生態系に悪影響を及ぼすということで、 町内会でも諮問

させていただきましたが、 県と業者は事業をやることを決めてから説明に来ていたので、 そ

の時は、 地元、 町内会で詳しく説明して下さいと言ったことがあります。 しかし、 広大な面

積で、 夜は光を照らして、 昼はうるさいし、 池の水質もあまり良くないと思うので、 生態系

に相当影響しているのは間違いない。 だから、 この諮問機関で委員の意見や質問した内容を

全部計画に反映させるのではなく、 必要なところを絞っていただいて、 反映させていただけ

ればと思います。

【委員】

重点プロジェクトの７６ページの観光への寄与とＳＤＧＳのところで、 今のお話にもありまし

たが、 開発する側やパネルを置く設置主体など、 そういうことをする側の人たちも、 単に懐

を温かくしたいみたいな感じのとこだけでなく、 地域の活性化のために何とかしたいという

ような気持ちを持っている人たちもいて、 すごく難しいこと書いていると思って見ています

が、 バランスをとっていったとき、 当たり前の話ですが、 そういうことに尽きるのかなとい

うように思います。 さっきの数値の話ですが、Ｃ０２の排出量が多くなっているというのも、 一
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方では事業者が結構入ってきて、経済的な活性化が伸びている可能性というのがあるわけで、

その辺りのバランスをどうとっていくのか。 数値を見せるときにも、 その２つバランスをと

りながら紹介していくということが大事かと思います。

　

環境影響評価に関しては、 手続きをきちんと踏んで、 結論をきちんと報告する。 実は我々

もこのような会議の中で気になる部分等を発言しても、 結果を教えてもらえないこともある

ので、 そういったところの情報共有をきちんとやるということに尽きるのかと思います。 住

民説明会などでも意思決定に２日ぐらいしかありませんということではなく、 きちんと時間

を取って、 もう１度住民説明会をするとか、 当たり前のことをきちんとやりましょうみたい

なことかもしれないと思ったりもします。

【会長】

　

ありがとうございます。 まずは資料５の２ページの環境影響評価に関しましては、 条例に

基づきというのは、 これは、 県の条例ですか。

【事務局】

はい、 そうです。

【会長】

事業者に対して環境影響評価の実施を周知する。 要するに、 基準を超えているものに対し

ては影響評価を実施することを周知するということを書いているだけで、 法的に周知しない

といけないことが書いてあるということになります。 これに対して、 できたものが報告され

て、 もう決まりましたということになることが実際に多いので、 そこをもっといい知恵が絞

れるように、 早めにみんなで共有する必要があるのではないかというご意見をいただいたと

ころかと思います。

恐らく行政の立場としても、 その方がスムーズに行くことが多いのではないかとも思われ

ますが、 決まってしまって、 もう後戻りできなくなったら、 逆に行政の立場が厳しくなるこ

とが多々見受けられますので、もっと良くする、淡路市自体が良くなるための知恵を絞って、

上手い表現ができればと思います。

【委員】

市の環境影響評価審査会などは、 市の条例などにあるのですか。

【事務局】

市ではそこまではつくっていません。

【委員】

やはり、 市独自の条例などをつくった方が実情に合うと思う。 県の条例だと、 県全体の話

になるので、 市の環境に合わせてそういうものつくらないといけないのではないかと思いま
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すので、 ご検討ください。

　

それからもう１つ、 同じようなことなのですが、 ここに書かれている文言自体は、 良いこ

とばかり書いてありますが、 具体的な内容が全然ないので、 例えば、 資料５の１１ページの環

境保全型農業の推進と書いてありますが、 何をやるのかが全然分からないですね。 環境保全

型農業といっても、 いろいろなものがあると思うのですが、１つは農薬ですね。 今、 ネオニコ

チノイド系の農薬がミツバチの巣を崩壊させるとか、 昆虫を減少させるとかなどが世界的に

問題になっていて、 ヨーロッパでは禁止するところも出てきていますので、 そのような問題

をどうするか。 また、 ほ場整備した後の水路が排水路だけになってしまっているので、 魚が

棲めないとか、 水生昆虫が棲めないなど、 そのような状態が起こっているのですが、 その中

で、 環境保全型農業は何かというのが分からない。 ここで書いても、 何をやるのかというこ

とになるので、 そういうこともきちんと決めて欲しいと思います。

　

また、 いろいろと項目を書いてあるのですが、 これは、 市のどこの部署が担当するのかと

いうことを決めておいて、 そこが責任を持ってやってもらうということにしないと、 生活環

境課に全部行ってしまい、「うちは知らない」 という話になってしまう・ので。 やはり、 担当す

る部署を指定して、 そこで責任を持ってくださいというようにしておかないと、 うやむやに

なってしまう気がしますが、 その辺りはいかがですか。

【事務局】

まさしく今、 おっしゃっていただいたとおり、 特に前期の分は、 担当部署が全く分からな

い状態でした。 今回の計画見直しに当たっては、 例えば、 かいぼりや竹について、 このよう

な計画を立てて進めようとしていますというような話から始まって、 農林水産課と相談し、

このような形で進めるなどの話し合いをして、 少しずつ重点プロジェクトを増やしていって

いるような状況です。

後期についても、 今、 おっしゃっていただいたように、 環境保全型農業をどのようにやっ

ていくのかということを担当課と話をしながら、 皆さんに、 今年度からこういう形で取り組

むようになりましたとかいうことを報告させていただいて、 その対応についてご審議いただ

き、 提案をいただいたりして進めていければと考えておりますので、 よろしくお願いしたい

と思います。

【委員】

　

高砂市や加西市でも、 どこがこれを担当するのかを決めて、 そこから中間報告とか最終報

告をもらっているような形になっている。 生活環境課だけではできないので、 担当課、 責任

課を決めて、 計画書に明示し、 ここの課がやるというようにしておいたほうが良いと思いま

す。 ご検討ください。

【会長】

　

先ほどの審議事項の３の資料３

　

環境指標の進捗管理のところが、 今回具体の数値を担当

課に確認して作成しています。 最初、 この環境基本計画ができたときには、 目標値もなかっ

２０



たのですが、 今回の見直しにあたり、 具体の数値を担当課に確認し、 出てきたということで

すね。 それを今後より明確にするため、 計画書に明記し、 この部分はどの課とするとした方

が、 よりスムーズというところも含めてのご提案だったかと思います。 これは実際どうでし

ょうか。 資料３の進捗状況をつくるにあたって、 各担当課に問い合わせをしました。 それら

を今後、 担当課の役割をより明確にするためには、 今の意見のような具体の課を明記すると

いうところは可能なのでしょうか。

【事務局】

事務局としては、 計画書の７７ページの重点プロジェクトは、 今の時点で実行できるものを

記載しています。 今後、 これをもっと実行していけるように、 増やしていけるように、 目標

を持ってやっていけたらと考えております。

【委員】

数値目標に関連して、 目標値が弱くないですか。 例えば、 かいぼりは、 目標値が年４ヶ所

になっています。 最大で年７ヶ所やっているのに、 年４ヶ所に落とされています。 また、 五

斗長垣内遺跡の来園者数が年間５０人増えるとしていますが、これは誤差の範囲ではないかと

思いますが。

【事務局】

　

これは、 生活環境課で勝手に決めるわけにいかないので、 現課として、 どういう計画で進

めていて、５年後の目標数値としてどれだけ持っていけるかということを話し合っています。

例えば五斗長垣内遺跡の話は、 担当課から説明させていただきます。

【事務局】

　

今、 ご指摘いただきました来場者の目標値のプラスについてちょっと少ないのではないか

ということについてですが、 平成２５年から平成３０年までの来場者数というのを比較してみ

ますと、 実は少しずつ前後しており、 必ずしも右肩上がりではない状況です。 五斗長垣内遺

跡については、 平成３１年５月に史跡認定を受けまして、 史跡公園として運営を図っていると

ころでございます。 それで、 徐々にですが、 先ほど申し上げましたように、 過年度から経年

を比べていくと少し下がった年もあるということなので、 あまり大きな目標というのも実際

ではないということで、 少しではあるのですが、５０名ずつ来場者数を増やしていこうという

ようなことで目標を立てています。数字は少し弱いかもしれませんが、事業展開については、

五斗長垣内遺跡では、地域のまちづくり協議会の方が主体となって運営をしてくれています。
それで、 来場者を呼ぶようにということで、 例えばインスタグラムやホームページの作成、

また今年度は、 淡路市にある陶芸館と連携をしまして、 五斗長垣内遺跡の曲玉型箸置きとい

うのを作製しております。 数値は少し弱いかもしれませんが、 繰り返しになりますが、 実現

できる数字を目標として設定させていただいている状況でございます。
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【会長】

このような説明がありましたが、 いかがでしょうか。

【委員】

はい。

【事務局】

　

中間で、 目標値をもっと上げていこうよとか、 これを目標にしていたが、 こんなことでち

ょっと難しいですとか、 ちょっと目標に届かないのですけど、 こういうことで、 もう一度見

直してやっていきますなど、 いろいろなことを常に検討しながら進めていければと考えてい

ますので、 どうぞよろしくお願いしたいと思います。

【会長】

　

ありがとうございます。 限られた時間ではありますが、 担当課の皆さまに来ていただいて

いますので、 ご質問等があればぜひお願いしたいと思います。 今までご意見をいただいた分

は、 具体のところの解決にはなっていないのですが、 これは修正の方向で検討するというこ

とでよろしいでしょうか。

【事務局】

はい。 我々の方で一旦整理させていただいて、 時間的にもう一度会議を開催するのが難し

いかと思いますので、 皆さんに修正案を送付させていただくか、 回らせてもらうか、 何らか

の形で報告させていただき、 内容を確認いただいた上で、 また後ほど説明いたしますが、 パ

ブコメに出させていただいて、市民の方の意見をお伺いするように考えています。その上で、

最終もう一度、 ご足労願って、 これでいくというのを確認していただき、 市長へ答申という

ことで進めたいと考えております。

【会長】

　

分かりました。 この場で文言まで決めてしまわないと、 次に動けないのであれば、 かなり

ガチガチに決めていかないといけないですが、 事務局で修正した後、 会議ではないかもしれ

ないですが、 もう一度見直すことができるということです。 ただ、 なかなか意思疎通できま

せんので、この場でしっかりとご意見をうかがい、ある程度の方向性はしめしておかないと、

後になってちょっと違うのではないかとなっても、 なかなか難しいことがありますので、 そ

ういう点ではご意見というのはここでうかがっておきたいと思います。 その他、 いかがでし

ょうか。

【委員】

少しだけ良いでしょうか。 初めてなので教えていただきたいことがあるのですが、１ つ目

が、 放置竹林拡大防止事業というのがありますが、 淡路島は竹灯龍をやっていますが、 あれ
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は県の事業ですか。 それと関わっているのでしょうか。

【事務局】

放置竹林拡大防止事業ついては、 正確な事業名は竹資源供給体制整備事業と言いまして、

県の協会と淡路市で半分ずつお金を出しあって、 竹を切る地域団体さんに対して補助金を交

付しています。 例えば、 のこぎり刀とか、 そういった備品などに対して補助金を交付する事

業なのですが、 竹灯龍のことについては、 この事業とあまり関係がないです。 恐らく地域団

体さん独自でやられているのかと思います。

【委員】

あれは、 県の地域再生課になります。 企画です。

竹灯寵をやっているところとしては柳沢と五斗長垣内、 摩耶と生田です。

【委員】

かいぼりについてですが、 実施箇所の選定は、 どのようにしているのでしょうか。

【事務局】

　

かいぼりの事業につきましては、 １ 和ま東浦地域に淡路東浦里山と里海の協議会がござい

まして、 そちらの方で毎年申請をいただいています。 あとにつきましては、 希望者、 かいぼ

り事業をしたいという希望者のところについて、 補助を行うということでございます。

【委員】

　

自然災害が多い中で、 かいぼりで水抜いたときに、 危ないため池を強化するなど、 水抜き

と一緒にやれるようなことがあるのであれば、 そういうことも重ね合わせてやるのも１つの

手段かなと思います。

【事務局】

　

ため池のかいぼりにつきましては、 昔であれば毎年水を抜いて泥を流して池の管理をして

いましたが、 最近は高齢化や担い手不足等によりまして、 なかなかその辺りが行き届いてい

ない状況になってございますが、 かいぼりで水を抜いたときには、 そういった池の状態を確

認して、 補修できるところは補修していこうというふうな姿勢でやっているところでござい

ます。

【委員】

　

ごみのことなのですが、４Ｒ、 ごみの発生回避とか、抑制というのは、 ある程度は、 そうい

うことはできるかと思いますが、 高齢化で紙おむつのごみとかが出るということですけれど

も、 ある地区では、 燃やすのにも手間も時間もかかるし、 水分が出るしとか、
．そういうこと

があって、 淡路市では紙おむつの分別はやっているのでしょうか。 また、 その焼却方法はど
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うしているのでしょうか。

【事務局】

紙おむつの分別は非常に難しく、 最終はやはり焼却しかない状況です。 ティッシュペーパ

ーや紙おむつというのは、 分別しても再資源化できないものの部類に入っています。

【委員】

この前テレビでたまたま再資源化しているのを見ましたけど。

【事務局】

認識不足で申しわけないですが、 再資源化しているのですか。

【委員】
どこかの地域で研究しているのをみました。

【事務局】

今、 淡路市としては、 そこまではいってないです。 焼却しております。

【委員】

ありがとうございます。

【委員】

　

ちょっとお願いですが、 環境指標のところで、 目標値と現状値、 そして、 それの結果を－

目瞭然に分かるような表示の仕方をしていただればうれしいかなと思います。 それで備考欄

に、どういうことに気を付けたら良いかなど、プラスなら、プラスをどのようにするかとか、

マイナスなら、 どういう点に力を入れるかというふうなところで、 あまり文章を読むのは苦

手なので、 一覧表を見て考えるというようにすれば見やすいかと思いますので、 一目瞭然に

分かるような表示をお願いしたいと思います。

　

それから、 非常に細かなことで、 語句のことでよろしいでしょうか。 資料５の２ページで

すが （４） 森林の保全・育成・整備

　

の新計画の行政の環境施策のところですが、ここの文言

がちょっと私は理解しにくいので。 特に、「県等との連携の下、 森林環境、 譲与税の活用等に

より、 森林の持つ多面的機能を持続的に発揮させていくため、 間伐や人材育成・担い手の確

保等の森林の健全な保全・管理を図る」 というこの文章、 どこでどう切れて、 どうつながっ

ているのか、 ちょっとわからなくて。 特に「間伐や人材育成・担い手の確保等の」というとこ

ろで、「人材育成の担い手」 というのは人のことですよね。 それと 「間伐」 を同列に置いて、

森林の健全な育成、 管理を図るっていう、 文章的にこれで良いのかなと、 疑問に思いました

が、 説明していただけますか。
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【会長】

資料５の２ペ←ジの下から２番目、（４） 森林の保全・育成・整備のところのちょうど黄色

くなっている新計画の行政の環境政策というところの文言のことですね。

【委員】

言わんとしていることは何となく分かるのですが、 文言としてこれでいいのかなと思いま

す。

【事務局】

　

そうですね。「間伐の実施とか推進であります」 とか、 そういった言葉がちょっと足らない

のかと思います。「間伐」という言葉と 「人材育成の担い手」という言葉が一緒に並んでいる

ので、 分かりにくいことになっているかと思います。

　

間伐の 「実施」 または 「推進」 とか、 そういった形の文言を付け足しさせていただいて、 入

れさせていただこうと思います。

【委員】

よろしくお願いします。

【委員】

　

ちょっとお聞きしたいのですが、 間伐の実施というのは、 淡路市に植林で間伐を実施しな

いといけないところはどれぐらいあるのでしょうか。 そんなに面積はないという気がするの

ですが。

【事務局】

植林はあるにはあるのですが、 間伐を実施するかいうと…。

【事務局】

データによると淡路市の場合、 林業従事者は１人だけになっていまして、 そもそも間伐が

必要なのかどうかと言いますと、 分かりかねます。

　

５年前の農林業センサスで１名ということで、 恐らく、 現状はもういないような感じであ

ります。 間伐が必要な山林がどれぐらいあって、 それに必要性があるかどうかということに

つきましては、 林業という面から見ると、 すべき感じはないのかなというふうには考えてお

ります。

【委員】

　

あまりないようであれば、 省いても良いような気がしますが。 むしろ、 後ろのほうで、 間

伐材の利用促進とか書いてあるから、 それは他の地域の間伐材ですね。
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【会長】

　

この段階では、 どちらも淡路市のことで検討していたところかと思います。 ところが、 間

伐自体をする必要がなくて、 間伐自体が存在しないとなると、 計画が５年間と考えた際に、
今だけのことなのかどうかといったことはあるかもしれないですね。 また、 ここのところは

植林についてということでよろしいのでしょうか。

【事務局】

植林についてかと思います。

【会長】

この間伐については、 もう少し考えていただきたいと思います。 他にいかがでしょうか。

【委員】

資料５の４ページの公園・緑地の充実のところで、「周辺の自然環境に調和した公園・緑地

の環境整備を推進する」 とありますが、 これについて具体的に決まっているのであれば、 公

園名を記したほうが良いのではなかろうかと思います。 淡路市さんの公園は結構荒れている

ところが多いかと．思うので。 全部が全部こうなると、 期待を持ってしまいますが。

【事務局】

　

緑化については特に今、市長から緑化団体を市で立ち上げるという指示が出ておりまして、

ようやく今年、 既設団体の方にお声掛けして、 今からどうやっていくかということで相談さ

せてもらっている状況で、 近々何とか立ち上げたいと考えております。 島内の他の２市は、

緑化団体があります。 そこで、 淡路市としても緑化団体の立ち上げを進めており、 立ち上げ

た中で、 公園の緑化であったり、 道路の歩道際の植樹帯の緑化であったり、 そういうような

ことを進めていきたいなと考えておりまして、 これはその辺りに該当するかと思います。 ま

た、 立ち上がった段階で、 先ほどの重点目標にも上げていって、 どういうような形でやるの

かを検討できればと考えています。

【委員】

そういう表現だったら分かるかと思います。 ここには 「環境整備を推進する」 と書いてあ

るので、 何か整備がなされるのかと期待してしまいました。

【事務局】

確かに環境整備、 役所の体質で申し訳ないですが、 各々の市であったり、 県であったり、

国であったりの役割分担があって、 特に淡路市は花のまちと言っているのに、 花壇がいっぱ

い枯れているとのご指摘も受けたりしている中で、 今後どうやっていけば良いかというと、

緑化団体だけに頼るわけにもいかないので、 行政としてもいろいろなことをやれるというこ

とを入れていかなければいけないというのが、 ここの分野かと考えております。
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【委員】

　

もう１つ。 ９ページの 「エリアマネジメントの推進」 というところで、 エリアマネジメン

トは、 美化だけはなくて、 地域のブランディングとか、 そういったような意味合いも含まれ

ていると思います。 地域の清掃活動、 公共空間の維持管理ルールというようなコミュニプィ

活動をしてもこういう表現で分かるのですが、 エリアマネジメントという言葉から来る印象

というのは、 どちらかというと、 ブランディング、攻めの印象を持っていて、例えば、岩屋で

あったりとか、 これから淡路市さんも力を入れてブランディングしていこうという集落とか

まちがあるのであれば、 そういったところを取り上げてやっていきますよみたいな印象を受

けるので、 美化だけであれば、「地域マネジメント」 とか、 そのような言葉で良いのかという

気がします。

【事務局】

分か′りました。 表現を検討します。

【委員】

　

この件で、 岩屋地区のＰＴＡの皆さんが毎日水やりをしている。 夏場の暑いときに、 交代

でずっと水やりに来ていた。 水をきれいにまいてくれる人であれば良いが、 これぐらいで良

いという感じでやめていく人もいるが、 ＰＴＡで分担してやっていた小学校区がいた時期も

あった。 ３年か４年程やっていた。

【委員】

岩屋をちょっと例にあげさせてもらったのは、 淡路らしい漁村景観としてもっと観光振興

のためにやっていこうという話で出していくのであれば、 エリアマネジメントで良いかと思

いますが、 環境管理という面であれば、 地域マネジメントのほうが良いかと思います。

【会長】

　

そうですね。 広い意味も含まれているのかとも思ったのですが、 今の説明では緑化中心と

いうことかと思います。

【委員】

　

エリアマネジメントとしての活動も含んでいたら含んでいたで、 結局良いことだと思いま

す。 もちろん含んでいたほうが良いと思います。

【会長】

　

これについて、 変更理由等のところでは 「地域の快適性やコミュニティの維持・形成、 災

害時の共助において重要な役割を果たすことから」 ということが書かれているので、 であれ

ば、 緑化だけでなくてコミュニティということ、 ということになります。 これも具体の数値
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目標などにもつながっていくことになりますので、 この辺りをもう少し精査が必要かと思い

ます。コミュニブィづくりは間違いなく必要で、それが達成できるに越したことはないので、

それは淡路市の持続可能性につながっていくということになると思います。 ただ、 そうする

と、 緑化だけでなくて、 もっと別の指標も加わる必要があるということになってくるので、

これはこの段階のことなのか、 その次のことなのかいうのがあります。

【事務局】

　

どういうコミュニティかというところかと思います。 緑化は緑化なのですが、 団体と例え

ば小学生・中学生がともに緑化活動をやってコミュニケーションをとるなど。 また、 いろい

ろな団体とミックスして、 それが１つの緑化という活動がメインになってやるなど。 また反

対に、 他の担当に対して後付けでそういう団体の中についていくなど、 その辺りのつながり

を少し整理して、 もう一度ここの文言を修正させてもらいたいと思います。

【会長】

　

こちらから、 資料５の１０ページの （１）「自然環境を活用した…」 というところの３）「マリ

ンスポーツ等の適切な振興」 のところで、 これは目的としてはここにジェット・スキーです

とか、 釣り客のごみ等の問題ということで、 観光との共存ということですけれども、 ここで

なかなか良い文言がなかったのですが、「マリンスポーツ等の適切な振興」 だと、 やはり振興

が強く出てしまうので、 ちょっと皆さんのお知恵を拝借したいと思っているところなのです

が。 例えば‘ これもちょっと漠然としているのですが、「環境保全を目指した利活用」 など、

釣りとかも含めて、 淡路市の１つの特徴である海岸域、 海域を適切に保全しながら、 その恵

みをできるだけ持続的に享受しようということと、 地域住民の方も快適に地域で過ごすとい

うこと、そういったことを含めた表現にしたいと思っています。「環境保全を目指した利活用」

が適切かどうか分からないのですが、 少しそういった文言に変えたほうが、 より目的が明確

になるかなと思ったりしていますが、 いかがでしょうか。 ただ、 保全するだけではなく、 持

続的にということで、 良い文言があれば、 是非ご連絡をお寄せいただければと思います。
やはりたくさんの目で見ますと、 いろいろなところが見えてきて、 より良くなる方向での

提案をいただいたのではないかと思います。 時間も限られておりますので、 もし、 他にお気

づきの点がなければ、 一旦これで終了したいと思います。 時間がないからできないというわ

けではないのですが。 何か言い逃したというご意見等ございませんでしょうか。

【委員】

意見なし

【会長】

　

では、意見がたくさん出て来ましたが、これらを少し検討しまして、時間はないのですが、

今年度策定ということで、 会議自体はもう１回最後にあるところですが、 それまでに迅速に

まとめていきたいと思います。
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では、 この環境基本計画中間見直しにつきましては、 ここで閉めさせていただきたいと思

います。

（５） 環境基本計画中間見直しスケジュール

【事務局】

　

協議事項の５番、 見直しスケジュールについて、 事務局から説明させていただきます。 資

料６をご覧いただきたいと思います。

　

（１）第５回環境基本計画の推進会議というものを昨年１２月２６日に開催致しまして これ

は副市長を座長としまして、 各部署の部長級にお集まりいただいて本日の見直し案について

協議いただきました。その会議で説明し、加筆・修正等を加えまして、その後、市長から藤原

会長のほうへ諮問をいたしまして、 皆さまに事前に資料をお渡しして、 本日皆さまから意見

をいただいたというのが （２） 番でございます。 次に本日の （３） 番でございます。 この後パブ

コメになりますが、 その間に本日皆さま方からいただいたご意見を整理させていただいて、

また、 皆さま方に修正案ということで郵送またはお配りさせていただいて、 それでまたご意

見をいただいて、 それを持って （４） のパブコメを２月中旬ごろからできたらと考えておりま

す。 ちょっとスケジュールがタイ トですが、 そのように考えております。 パブコメ完了後、

その意見を持って、 もう一度皆さま方にお集まりいただきまして、（５）の第１１回の淡路市環

境審議会、 これを３月上旬へ

　

今、 考えているのは１１日または１２日ごろ開催できればと考え

ております。 そこで皆さま方に最終確認をいただきまして、 ３月中旬か下旬になるかもしれ

ませんが、（６） 番の審議会長から市長へ答申をいだたくと考えております。 かなりタイトな

スケジュ←ルになりますが、 何とぞよろしくお願いしたいと思います。

【会長】

スケジュールについて事務局の説明がありましたけどが、 よろしいでしょうか。

【委員】

はし、

【会長】

では、 本日のご審議はここまでとなりますので終了いたします。 他にございませんでしょ

うか。 では、 事務局にお返しします。

【事務局】

どうもありがとうございました。 長時間に渡りましてのご審議ありがとうございました。
それでは閉会と致しまして、 武田委員のほうからよろしくお願いします。
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【委員１

今日は皆さん、お忙しい中お集まりいただきましてありがとうございました。平成２７年度

につくられた環境基本計画の５年目の見直しということで、 今回もいろいろな問題点とか新

しい課題が出てきたのですが、 これをつくっても実行できないと意味がないので、 やはりで

きるだけ実行できるような態勢をつくっていただければと思います。 本日はどうもお疲れさ

までした。

以

　　

上
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