
第１１回淡路市環境審議会

　

会議録

１１日

　　

時：令和２年３月「２日 （木） １４：００ ～ １ ５ ： ０ ０

１１場

　　

所：本庁２号館３階 大会議室７・８

■議

　

題 （１） 第１０回環境審議会会議録について

（２） 環境基本計画 （素案） にかかるパブリックコメントの結果について

（３） 環境基本計画 （答申案） について

（４） その他

■出 席 者：藤原会長、 武田委員、 獄山委員、 大上委員、 中嶋委員、 米山委員、 社領委員、

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】

　

定刻となりましたので、 第１１回淡路市環境審議会を開催させていただきたいと思います。

本日は何かとお忙しいところ、 また、 コロナウイルスの関係で、 様々なイベントや行事が縮

小されている中、 本会にご出席いただきまして、 誠にありがとうございます。

　

それでは、 開催にあたりまして、 会長よりご挨拶を頂戴したいと思いますので、 よろしく

お願いいたします。

【会長】

本日はお忙しい中、 また、 このような状況の中、 お集まりいただきましてありがとうござ

います。 文明の発展に伴いまして、 さまざまな病原菌の発生や人口密度の増加、 生態系の流

れがおかしくなってくるということが根本の原因にあるかと思いますので、 グローバリゼー

ションが進んでおりますが、 このような状況で人や物の行き来が途絶えてしまう、 途絶えざ

るを得なくなってしまいます。 そうしますと、 もともと大事だった地域の自然環境というの

がやはり大事になってくる。 自然環境を基にした人の生業というもののためにも、 環境審議

会におきます環境基本計画は基本になってくるかと思いますので、 是非とも皆さんには細部

にわたりお目通しいただきまして、 ご意見を頂ければと思います。 では、 本日もよろしくお

願いします。

【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条によりまして、 審議会の開催は過半数の委員の出席が必要であると定められて

おります。本日は１４名の委員の中４名の欠席でございますので、出席者が過半数を上回って

おり、 本会議が成立しておりますことをご報告申し上げます。
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それでは早速ですが、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項で、 会長は会務を総理すると定められておりますので、 藤原会長に議事の進行をお

願いしたいと思います。 よろしくお願いします・

【会長】

　

それでは、 次第の３の協議事項に入りたいと思います。 協議事項 （１） の第１０回環境審議

会の会議録および （２） の環境基本計画 （素案） に係るパブリックコメントの結果について、

続けて事務局より説明願います。

【事務局】

　

説明に入らせていただく前に、 本日配布の資料の確認をさせていただきたいと思います。

まず、本日の会議次第です。 いつも付けさせていただいてお．ります審議会委員の名簿です。３

枚目が座席表となっております。

　

次に、事前配布させていただいておりました資料１、第１０回環境審議会会議録と、資料２、

環境基本計画 （答申案） です。 この資料１と資料２につきましては本日お持ちいただいてい

るかと思いますので、 配布はいたしておりません。 もしお持ちでない方がいらっしゃいまし

たら、 事務局で用意しておりますのでお申し出ください。 最後に資料３、Ａ４、１枚の両面のカ

ラー刷りのものになります。 以上が配布資料となります。

　

それでは、説明に入らせていただきます。お手元の資料１、第１０回環境審議会の会議録（案）

をご覧いただけますでしょうか。 本会議録 （案） につきましては事前に送付させていただき

まして、 あらかじめ内容確認をお願いしておりましたところでございます。 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後、 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。

　

前回会議において委員の皆さま方から頂きました意見やご提言など記載させていただいて

おりますが、 内容についてご意見等ある方については、 後にご質問をお願いいたしたいと思

います。

【事務局】

次に、 協議事項の２，環境基本計画 （素案） に係るパブリックコメントの結果について説明

させていただきます。 市民の皆さまからご意見を募集し、 計画策定の参考とするため、 令和

２年２月 １０日月曜日から２月 ２５日火曜日までを募集期間といたしましてパブリックコメン

トを実施致しました。
生活環境課および各事務所窓口、さらに市のホームページ上で閲覧資料を公表しましたが、

残念ながら意見書の提出はございませんでした。 以上、 簡単でございますが、 説明を終わら

せていただきます。

【会長】

事務局の説明が終わりました。 協議事項の１、２について何かご意見ありますでしょうか。
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よろしいですか。 ありがとうございます。 それでは、 意見なしということですので、 第１０回

環境審議会の会議録については淡路市のホームページ内に公表します。
次に、 協議事項３の環境基本計画 （答申案） について、 事務局より説明お願いします。

【事務局】

　

それでは、 環境基本計画 （答申案） についてご説明させていただきます。 第１０回環境審議

会においては委員の皆さまからたくさんのご意見、ご提言を頂き、ありがとうございました。

その後、頂きましたご意見に対する対応表と修正箇所を郵送にて送付させていただきました。

本送付資料に対する追加のご意見等につきましては、令和２年２月２１日を期限としており

ましたが、 委員の皆さまからの追加のご意見等はございませんでした。 事務局といたしまし

ては、第１０回環境審議会で頂きましたご意見に対する修正につきましてはご了承いただいた

ことと認識しております。

　

それでは事前送付させていただきました資料２、 淡路市環境基本計画 （答申案） をご覧く

ださい。 本日は本編において事務局で文言の修正など、 追加修正を行った項目と、 巻末にご

ざいます参考資料について、 委託業者より説明をお願いしたいと思います。 それでは、 よろ

しくお願いいたします。

【事務局】

それでは、 資料２と資料３を用いて説明させていただきます。・まず資料２の目次を開けて

いただきまして、 今回、 事前配布を行いましてパブリックコメント後、 事務局で修正を行っ

た事項に対して黄色マーカーをしております。 併せて、 さらに追加で修正した箇所もありま

すので、 それも含めて説明させていただきます。
資料２、 まず目次の第５章の第１節、 重点プロジェクトの所ですが、「設定について」 とい

うところは、「について」 という文言を削除しております。 全体的な目次のタイ トルに 「つい

て」 というのがないので、 表現統一というところで修正を行っております。 併せて目次の第

６ 章の第 ４ 節、 環境指標・目標指標の設定というところで、 今回追加で新たに目標指標を設

定させていただきましたので、 目次に新たに追加しております。
続きまして１ページ目の図の中の淡路市総合計画の所ですが、 現在は第２次にということ

になっていますので、「第２次」 を追加しております。

次に１６ページになります。３） の動物の所になりますが、 今回黄色になっている所の修正

に、 さらに修正を加えております。 資料３の裏面を見ていただいた方が分かりやすいかと思

います。 まず、 表のタイ トルですが、「淡路市の貴重な哨乳類」 としていたのですが、「淡路

市の貴重な動物」 に変更しております。

　

あわせて下の表の中の設定年に幾つか灘酷がありましたので、 修正を行っております。 資

料３の囲みの中を見ていただくと、 分かりやすいかと思いますが、 腿虫 （はちゆう） 類と昆

虫類の順番を入れ替えているというのが一つと、 鳥類の設定年が２０１０年を２０１３年に再更新

させていただいております。昆虫類の方は誤記でありまして、２０１３年と書いておりましたが、

２０１２年の誤りでしたので、 修正させていただいております。



　

続きまして資料２に戻っていただきまして、１９ペ←ジですが、 この部分も今回修正した部

分に加えて修正を行っております。 追加修正に関しましては、 先ほどの資料３の２ページを

見ていただけたら分かりやすいかと思います。 文言修正ですが、 最終的な文言の修正結果が

資料３の２ページの四角で囲んでいる所になります。淡路市内には１８カ所のメガソーラーが

あり、 出力は２０１９年 （平成３１年）３月には約２０４Ｍｗｈに達しています。 また、１カ所の風力

発電があり、 発電規模は１２Ｍ１ｖｈとなっていますというのが最終的な修正文章になります。

　

資料２を見ていただきまして、 メガソーラーの表になりますが、 下の４つを新たに追加し

ております。

　

続きまして３０ページに移らせていただきます。 ここの黄色の部分の 「兵庫県では」 という

・所ですが、 今までの資料では 「平成３１年度より」 という形で記載させていただいておりまし

たが、風力が平成１８年４月に条例施行となっております。太陽光は新たな条例の内容で令和

２年４月から施行ということになっておりますので、 年次が異なっておりましたので、「一定

規模の」 という形で表現を改めさせていただいております。

　

続きまして、７６ページのグレ の帯の所ですが、 重点プロジェクトの設定というところで

目次にあわせるような形で修正を行っています。

　

続きまして８０ページ、 目標３の循環型社会の実現というところの事業概要になりますが、

リユースとリサイクルの所で、 粗大ごみでまだ利用できるものや修理すれば利用できるもの

を再使用するという文言ですが、 これはもともとリサイクルの方に記載していたのですが、

リユースの方に移動させていただいております。

　

次に資料２の８７ページは誤記の修正になります。 タイ トルの１，目標指標ですが、 番号を

修正し、２．目標指標としております。

　

併せまして、 参考資料を前回の審議会以降に追加しておりますので、 その部分を簡単に説

明させていただきます。 まず９０から９２ページですが、 この部分は新たに追加したページに

なります。 前回の審議会のときに、 各環境施策について、 担当部署を記載した方が良いとい

うご意見がありましたので、 今回は基本目標１から５に対してのそれぞれ環境施策の担当部

署を明記させていただいております。

　

次に ９３ ページになりますが、 計画策定の経緯というところで、９４ページに今回の改定に

あたってのスケジュールと経緯を追加で記載させていただいております。 また、９５ページか

らの淡路市環境審議会の所で、９６ページに今回の改定時の委員の皆さまの名簿として記載さ

せていただいております。

　

続きまして９７ページからが用語解説になりますが、今回の計画策定にあたり、全体的に文

言の再チェックを行い、 また、 新たに言葉を追加しました。 例えばＳＤＧＳの用語解説を新たに

付けています。 こちらに関しても黄色マーカーにしている部分が追加や見直しを行った部分

になります。 修正箇所の説明としては以上になります。

【事務局】

　

ここまでは簡単な文言の修正でありますとか、 巻末資料の参考資料についての説明になり

ますが、 ここでちょっと事務局から１点、 修正について委員の皆さま方にご審議いただきた
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い点がございます。

資料２の答申案の３５ページの （２） 安全・安心な再生可能エネルギー活用の推進の環境行

動指針の３） ソーラーパネルの適切な設置という行動指針がございます。 これについては、

事業者による安心・安全な再生可能エネルギー活用の推進に関する環境行動指針について書

かれるべきところであります。

　

これについて、 まず１点目がソーラーパネルという施設１つに絞って書かれていますが、

本来であれば風力発電等もあるということ。 もう１点がソーラーパネルの適切な設置という

文言では、 捉え方によっては、 設置することに対して適切に設置するというように捉えられ

る可能性がございます。

　

環境行動指針として記載すべきことは、３２ページの行政の環境施策の同項目や ３４ページ

の市民の環境行動指針の同項目を見ていただきましたら分かりますように、 環境影響評価、

環境に配慮したパネル等の設置についての内容を指針として記載するべきではないかと思わ

れます。

　

そのため、「環境影響評価を実施するなどの適切なソーラーパネル等の設置」のような文言

に変えてみるのはどうかという提案でございます。これについて、委員の皆さま方のご意見、

また、 他のご提案などをいただければと思います。

【会長】

事務局よりご説明が終わりましたが、 本日は環境基本計画 （答申案） を確認する最後の機

会となりますので、 今説明があった点についてご意見、 あるいはそれ以外の見落とし等があ

りましたら、 それについてもご意見を頂きたいと思います。

最後に事務局よりありました３５ ページの （２） の３） ソーラーパネルの適切な設置に対し

て、「環境影響評価を実施するなどの適切なソーラーパネル等の設置」の文言に変更するとい

う，ことがありました。 この文言で良いか、 あるいはもう少し修正した方が良いか、 いかがで

しょうか。

【委員】

　

この環境影響評価は、 規模にかかわらず行うということでしょうか。

【事務局】

環境影響評価の実施については、 規模によって義務の有無がありますので、 あえて 「環境

影響評価を実施するなどの」 というような表現をさせていただいております。

【委員】

ソーラーパネル等を設置するときの環境影響評価を実施するかしないかの判断は、 市で行

うのですか。

【事務局】

淡路島の中で淡路市はソーラーパネルが多く設置されており、 今までは設置に対して何も
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していませんでしたが、 今回の環境基本計画でそれについても記載し、 助言的なことをやっ

ていこうと考えております。

　

規模の大きなものについては、 県が条例を制定しておりまして、 これにかかる事務には市

の都市整備部で対応しておりますので、 一定の抑制ができるかと思いますが、 規模が小さい

ケースについて助言をしていこうという、 あくまでも大きな目標的なものです。

【会長】

ここでの対象としては、 ソーラーパネルだけでなく、 全ての設備を含めて 「など」 と表現

しています。また、一定規模以上でなければ環境影響評価にかけられないことから、「実施す

るなどの」 という表現にしています。 もう少し明確に書ければ良いのですが、 環境影響評価

にかからない小規模なものも含んだ表現にする必要があるということで、 包括的にこのよう

な文案が事務局から出されているところです。 いかがでしょうか。

【委員】

修正箇所以外に確認したいところがあるのですが、計画書の１１ページの公害の苦情のとこ

ろですが、「苦情が生じています」で終わっていますが、関連する表を見ると苦情の件数が徐々

に減っており、 平成 ２９年度はゼロになっています。 それであれば、「苦情が生じています」

という表現は書かなくても良いのではないでしょうか。

【事務局】

計画書の１１ページの公害の苦情の件数のカウントについてですが、表の下に出典を書いてお

りますが、 兵庫県の 『環境白書』 から件数を拾っており、 市に公害に関する苦情があった件

数ではなく、 淡路市民から県に苦情があった件数となっております。

　

これについては実情と霜離するところがございますので、 後期計画での公害苦情の進捗管

理については、 市に直接苦情があった件数に変えていこうと考えております。 なお、 市への

苦情についても実際に徐々に減っております。 ただし、２９年度で騒音、 振動、 悪臭について

０ 件となっていますが、 実際には騒音、 悪臭、 振動などに関する市への苦情は数件ございま

す。

【委員】

　

もう一つよろしいでしょうか。３７ページの農地の有効利用について、 淡路和牛舌刈りと書

いてありますが、 これは何でしょうか。

【事務局】

　

これについては、 和牛の産地であります本市において、 耕作放棄地に飼育されている和牛

を放牧して、 雑草駆除して農地の保全を図ることを行っています。

【委員】
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それを牛の舌刈りというのでしょうか。

【事務局】

牛の舌を借りて下刈りをするというような意味です。

【委員】

分かりました。 言葉の説明があった方が良いかと思います。

【事務局】

参考資料の用語解説に追加する方向，で検討します。

【委員】

先ほどの環境影響評価のところですが、 これは是非そうしていただけると良いなという意

味ですが、 ソーラーパネル等を設置するときには、 電線につないだりしなければいけないと

思うので、 市に相談しに来るとは思うのですが、 そのタイミングが住民ともめてしまった後

に来る場合が結構ありますので、「早いうちに」 のようなニュアンスが入ると、 より良いと思

います。

　

書いていること自体は良いことと思うのですが、より現実的な課題に対応しようとすると、

早い内に市に相談してほしいところがあります。 少し大変かもしれませんが、 市が住民と事

業者の間に入って調整すれば、 本当にこのとおりに進むのではないかと思います。 三者の間

のバランスになるので、 事業所の環境行動指針のところでは、 環境に配慮して設置のような

ニュアンスで書かれているのかと思いますが、まずは市に相談して欲しいというところです。

【会長】

前回の審議会で３２ページの （２） の４）、 一番下の 「環境影響評価の実施の周知」 の所につ

いて意見が出て、 今の話のような趣旨で何とか事前にということを盛り込めないかというこ

とで考えた文言です。

　

文言としてはいいけれども、 あとはこれを実際に実行力のあるものとして、 事務局が市の

担当部署にそれを引き継いで実行していただくとことが重要かと思います。

【委員】

計画書の最後のページに計画書の表紙の写真についての説明があり、 淡路市らしい写真で

面白いと思って見ていたのですが、 これは概略版の表紙の説明ですか。

【事務局】

　

この写真につきましては、 計画書の本編および概要版の両方とも同じ表紙であり、 これに

掲載する写真について説明しています。
表紙については、 今回は中間見直しということで、 当初の表紙と一緒のものを採用させて
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いただいております。

【事務局】

　

もし工夫・して入れるのであれば、 表紙だけでなく、 裏と両方で入れるのができるのであれ

ば、 検討してみても良いかもしれません。

【会長】
． その辺りはレイアウトの関係もあるかと思いますので、 事務局で検討していただければと

思います。

【事務局】

はい。 それは事務局で検討します。

【会長】

前計画の策定の際に、淡路市らしさというのを出すというところでこのような表紙になり、

また、 本編と概要版は表紙を統一しようということになったところですが、 この表紙の写真

の説明を掲載することは良いかと思いますが、 いかがでしょうか。

【委員】

計画書の１６ページの表２－３－５について、 タイ トルを蛸乳類から動物に変えていますが、

それと関連して１５ページの２－３－４は植物のことをまとめていますので、 ここの表題も表２

－３－５と合わせた表現にしておけば見やすいと思います。 表２－３－４は 「兵庫県版レッドデ

ータブックの指定状況」 としていますが、 ここも 「淡路市の貴重な植物」 というタイ トルに

して、 表の下にレッドデータブックより作成したことの説明書きを書いていますので、 同じ

ようにすれば、 全体的に統一が図れると思います。

【会長】

計画書の１５ページの表の２－３－４のタイ トルを例えば「淡路市の貴重な植物」 といった表

現にして、 統一を図ればどうかというご意見です。

【事務局】

そのように修正させていただきます。

【会長】

　

ありがとうございます。 他にいかがでしょうか。 計画書について、 かなり見てきたところ

ですけれども、 やはり気付く点はありますので、 ご意見をいただければと思じ、ます。

【委員】
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計画書の４０ページですが、ファーマーズマーケットは淡路市でもされているのでしょうか。

京都市などではやっているような印象はあるのですが。

　

ファーマーズマーケットの後ろに （直売） と書いていますが、 ファ←マーズマーケットの

定義を細かく追求していると、 生産者のこだわりやファーマーズマーケットが開かれる場所

なども定義があるかと思います。 そこに直売と記載すると直売所のイメージになってしまう

ので、（直売） というのを取ったらどうかと思います。

【会長】

計画書の４０ページの４－２の所のグリーンツーリズム・ブルーツーリズムの推進で、 ファ

ーマーズマーケットというのは直売だけではないのではないかということかと思います。

【委員】

既に検討済みで申し訳ないのですが、計画書の４ページの人ロの所ですが、「淡路市の人ロ

は１９７０年 （昭和４５年） 以降、減少傾向に推移しており、２０１５年 （平成２７年） の人ロは …」

となっているのですが、 図の２－２－１は淡路市の人口を２０１９年まで提示していますので、 こ

の人口で良いのではないかと思います。

　

図２－２－１の県の統計は国勢調査のデータで、今年は国勢調査を実施する予定となっており、

前回は２０１５年で４万３，９７７名です。 図２－２－２の淡路市の人口を見ると、４万６，１４２人でかな

り差が出ていますので、 ここではいわゆる淡路市の人口は減少しているということを述べた

いのであれば、２０１９年は４万３，７３４人になっていたと表現した方が分かりやすいかと思いま

す。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・ ．

【事務局】

　

ありがとうございます。 この部分はもう一度調整させていただいて、 国勢調査ベースでい

くのか、 住民基本台帳ベースでいくのかということで、 整理したいと思います。 また、 市の

総合計画などの上位・関連計画との絡みもありますので、 どちらで表現するのが正しいか、

確認させていただきます。

【委員】

市の総合計画はどうなっているのでしょうか。 それに合わせたら良いのかと思います。 総

合計画では、 おそらく国勢調査ベースのものが使用されているのではないかと思いますが、

総合計画が市の最上位計画になりますので、 総合計画に合わせていければと思いますが、 い

かがでしょうか。

【委員】

計画書の １０３ページのメガソーラーのところで、 これは１時間単位ですので、 メガワット

アワー （Ｍｗｈ） と表現しておいた方が分かりやすいと思います。

【事務局】
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そのように修正させていただきます。

【委員】

計画書の４０ページの （４） の３） の 「公園・緑地の充実、 緑化の推進」 の所で、 右側に 「周

辺の自然環境と調和した公園・緑地の環境整備」 とありますが、 前段の文章をみると都市計

画マスタープランに基づくように記載されているので、１０ページに出てくる都市公園に限っ

た記載をしているのかがよく分からないのですが。

地元に市が持っている公園がいろいろありますので、 環境施策の記載がその辺りのさまざ

まな公園も含まれるのであれば、 公園に関する現況というのが都市公園しか記載がないよう

に思います。

今回は間に合わないかもしれないので、 次回の見直しの時での反映になるのかもしれません

が、 公園関係の施策を記載するのであれば、 公園の現況が必要ではないかと思います。

都市公園に言及するのであれば、 そのような文言が４０ページの所にも必要かと思います。

ここでの施策に小さな公園のことも入っているのかよく分からないと思ったので、 お尋ねし

ました。

【事務局】

緑地の環境整備については、 淡路市で緑化に力を入れることとして、 動きかけています。

そのようなことを含めて都市計画マスタープランという計画があり、 そのような計画にぶら

下がって、 緑化なども進めていくということを表現させてもらっています。

【委員】

それであれば、 都市公園だけに限らないということになるかと思います。

【事務局】

　

そうです。 淡路市は花と緑の町と言われているので、 都市公園に限らず、 例えば国道の緑

地帯などにおいても、 市民ボランティアなどに依頼して、 花を植えたりしていただくという

活動を始めかけているところです。 そういった大きな意味で、 自然環境に対して緑化とか緑

地とかいうことで取り組んでいければと考えています。

　

大きな公園の整備となると、 都市計画マスタープランで方針を示すことになると思います

が、 ここではそういう公園等での緑化についても力を入れていこうということを大きく纏お

うとしています。

【委員】

今回の意見は、 今、 突然に言いましたので対応は難しいかと思いますが、 そのような公園

のことも関わってくるのであれば、 今後の改定において、 小さな公園の対応等も検討してい

ただければと思います。

【会長】
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公園以外のものも含まれるという辺りに関しまして、４０ページの最後に特化して記載して

いるように思います。

　

（１） が生物多様性の保全の推進、（２） は鳥獣被害、（３） は里山里海、（４） の環境学習とい

う流れの中で、（４）で「淡路市都市計画マスタ←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、 地域住民が主体となった公園・緑地の維持管理

を支援する」 となっており、 公園・緑地の環境整備の推進は、 ここに入っているということ

かと思います。

【事務局】

公園や緑地の環境整備だけでなく、地域住民が主体となった公園や緑地の維持管理として、

緑化も行っていくということにしています。

【会長】

公園に関してはここで明言しているということですか。

【事務局】

はい。

【会長】

先ほどのご指摘は、 淡路市都市計画マスタープランに基づくとすると、 都市公園でない公

園等が入っていないので、 都市公園以外のことも含めてという理解で良いのでしょうか。

【委員】

　

これに関連して、 計画書の ４１ ペー ジの （４） の３） 緑化の推進の所ですが、 草木を育てる

など、 家庭内だけではなくて、 地域も含まれるのではないかと思います。 家庭や地域の緑化

を育てるというような表現になるのかと思います。

【会長】

４１ページの （４） の３） 緑化の推進の所で、 市民の環境行動指針としては、 家庭内の緑化だ

けにとどまっていますが、 今の話と関連させると、 地域も含めて、 家庭や地域の緑化を育て

るとした方が良いという意見でしょうか。

【委員】

そうです。

【事務局】

４） は、 地域は地域でも公園・緑地で、３）での緑化はプライベート空間である、 私有地を皆

さんも緑化していきましょうという意味で記載しています。
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４） については、さきほど申し上げましたように、本市の場合は緑化団体がそれぞれで公園・

緑地の維持管理を実施しておりますが、 そのような緑化団体を組織化していけないかという

ことを進めております。

【会長】

　

目標に対して実際にどの組織が何をやるのかというところについては、 今後また整理が必

要になるのかと思います。 緑化団体、 行政のどちらも緑化に向けて推進していかなければな

らないので、 包括することでは何ら問題はないのですけれども、 漏れがないようにという形

を今後整理していくということでいかがでしょうか。

【委員】

全体を通して言えることですが、 文字が多いですけれども、 写真とか入れると、 分かりや

すいかと思います。

【会長】

それについては、 本日の議題になるのかわかりませんが、 本編の概要版を作成することに

なっている中で、 市民等に普及していくこと、 行動指針を推進していくことが一番重要です

ので、 概要版でどう表現するのかという点は重要かと思います。
環境基本計画の答申案は今ご意見を頂きまして、 また修正すべき所が幾つかありましたの

で、 文言修正をいただいて確定していくことになりますけれども、 ご意見はこれでよろしい

でしょうか。

　

では、 他に意見なしということですので、 この答申案についてはこれで内容修正をしてい

ただきたいと思います。

　

では、議題の（３） に関しまして、答申案についてはこれでご意見なしということでして、

議題の （４） に移りたいと思います。 こちらの方は事務局よりお願いします。

【事務局】

事務局の方から１点ご提案ということで、 答申案ということで、 資料２について、 本日ご

意見を頂いたものについて修正を加えさせていただき、 それを市の方に答申ということにさ

せていただきたいと考えております。

　

その後、 答申した本編が環境基本計画として正式に製本に至るわけですが、 そのときに同

時に、先ほど少しお話が出ました概要版ということで、８ページぐらいの冊子を作成します。

これは本編の大筋のところをピックアップして作成していまして、 市の主要施設などで、 淡

路市環境基本計画の啓発に使わせていただくように作成しますが、 先ほど少しご意見を頂き

ました一番後ろの写真は、 全部入るかは別として、 最低でも写真は入れるような形で作らせ

ていただきたいと考えております。

今後の進め方については、 本来、 皆さんにもう１度計画書を見ていただいて、 内容の了承

をしていただくところですが、 時間的に少し余裕がございませんので、 最終は会長にご一任
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していただけたらと考えております。

【会長】

　

もちろんご意見がありましたらそれは頂いて、 反映できれば反映していきたいと思います

が、 一任ということでよろしいでしょうか。

【委員一同】意見なし

【会長】

　

では、 こちらで責任を持って最終版をまとめさせていただくことにいたします。

　

これで本日の協議事項は全て終了ということになりますが、 よろしいでしょうか。

　

それでは、 委員の皆さま方、 貴重なご意見、 本当にありがとうございました。 これで環境

基本計画が完成し、 また淡路市が環境保全されることを期待したいと思います。

，それでは、 会議の進行を事務局にお返しいたします。

【事務局】

会長、 どうもありがとうございました。 また、 委員の皆さま方におかれましては、 淡路市

の環境基本計画の答申案の作成に当たりまして大変ご協力いただきまして、 本当にありがと

うございました。

今回の計画見直しによりまして、 来年度から進捗管理方法が充実したものになると思いま

す。 令和６年度の最終年度には基本目標に掲げられていることが達成できますよう、 進捗管

理を徹底させるとともに、 委員の皆さまにおかれましては引き続きご協力のほど、 よろしく

お願いしたいと思います。

　

では、 最後に会長職務代理より、 閉会のごあいさつをお願いしたいと思います。

【会長職務代理】

皆様、 今日はお忙しいところ、 また、 コロナウイルスで大変なところ、 お集まり，いただき

まして、 どうもありがとうございました。

環境基本計画はこれで完成となりますが、 この後どうやっていくかが一番肝心となります

ので、 また皆さんにご意見を頂きながら、 確実な実行をお願いしたいと思います。 今日は本

当にありがとうございました。

【委員一同】

ありがとうございました。

以

　　

上
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