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　廃棄物減量化の4つの取り組みの頭文字をとった言葉。

フォーアール

あわじし かんきょうきほんじょうれい

■エコドライブ

■温室効果ガス
おんしつ こうか

　製品やサービスを購入する際に、環境への影響を考慮して、

必要性をよく考え、環境への負荷ができるだけ少ないものを

選んで購入すること。

■グリーン購⼊
こうにゅう

■グリーンツーリズム

　太陽光、風力、波力、潮力、流水、潮汐、地熱、バイオマス

など、自然の力で永続的に利用することができるエネル

ギーのこと。

さいせいかのう

　環境や環境問題など、環境保全についての理解を深める

ために行われる教育活動。

■環境負荷
かんきょう ふか

■⾥⼭⾥海
　農林業などの人の働きかけを通して影響を受けた生態系

が存在する、人里と隣接する山の環境を里山とよび、人の暮

らしと深い関わりを持つ沿岸域を里海とよぶ。

さとやまさとうみ

■地域⼒
　あらゆる主体が地域の特徴を活かして環境保全・創造に

向けて協働することを「地域力」とよぶ。

ちいきりょく

■地域マネジメント
　住民や事業者などの地域に関係する人たちが、地域の維

持管理や運営等の活動を行うこと。

ちいき

■バイオマス
　もともとは生物量を表す概念で、近年は再生可能な生物

由来のエネルギー資源のことをいう。

■ブルーツーリズム

■マイバッグ・マイボトル運動
うんどう

■地産地消
「地域生産・地域消費」の略語。地域で生産された様々な

生産物や資源（主に農産物や水産物）をその地域で消費す

ること。

ちさん ちしょう

■特定外来⽣物
とくてい

■⾃⽴・分散型エネルギーシステム
　地域ごとに分散して発電設備を設置するこで、災害や事

故などによる停電時においても、電力を利用できるシステム

のこと。

じりつ ぶんさんがた

■⽣物多様性
　地球上あるいは地域に多種多様な生物が存在しているこ

とを示す言葉。

せいぶつ たようせい

1）Refuse（リフューズ）
　 不要なものは「要りません」と断ること。

2）Reduce（リデュース）
　 ごみを減らすこと。

3）Reuse（リユース）　
　 まだ使えるものを繰り返し使うこと。

4）Recycle（リサイクル）  
　 資源として再利用すること。

環境基本計画
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【表紙の写真について】
表紙全面：石田地区の棚田（北淡）
左上：あわじ花さじき（東浦）　　　左中：コスモス祭り（一宮）
左下：あわじメガソーラー１（津名）
右上：明石海峡大橋（岩屋）　  　　右中：ため池（北淡）　
右下：岩屋漁港（岩屋）

■４Ｒ

　燃費向上や二酸化炭素、大気汚染物質排出削減など、環

境負荷の軽減に配慮した自動車の使用方法。

　淡路市における、環境に関する施策の基本となる事項を

定めた条例。

　二酸化炭素など、地球温暖化（温室効果）をもたらす気体

のこと。主な温室効果ガスには、二酸化炭素、メタン、一酸

化二窒素、フロンなどがある。

■環境教育
かんきょうきょういく

環境に与えるマイナスの（悪い）影響。

　都市の人々が農山漁村の民宿やペンションに宿泊滞在し、

農山漁村生活や農林漁業体験を通じて地域の人々と交流し

たり、ふるさとの風景を楽しむなどの農山漁村滞在型の余

暇活動。

■再⽣可能エネルギー

　外来生物（海外起源の外来種）であって、生態系、人の生

命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、または及ぼすお

それがあるものとして政令で指定された生物のこと。

　島や沿海部の漁村に滞在する余暇活動の総称。

　買い物時に持参したかばんを使用したり、学校や職場、外

出時に自分の水筒や飲料用ボトルを持参すること。

せいぶつがいらい

７７



　淡路市では、第２次淡路市総合計画の将来像「いつかきっと帰りたくなる街づくり」の実現に向け、淡路市環境基

本条例に定める基本理念のもと、環境の保全と創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進する基本的な計画と

して、「淡路市環境基本計画」を策定しています。

　前の計画策定から５年を経過したことから、計画の評価・検証を行い、本市を取り巻く環境や社会経済状況、環

境問題の変化等を踏まえ、計画の見直しを行いました。

●人の社会経済活動の拡大により温室効果ガスの排出量が増大し、地球温暖化の問題が生じ
ています。

●地球温暖化の問題は人類共通の課題であり、温室効果ガスの排出の少ない「低炭素社会」
の形成が求められています。

１　環境の保全と創造は、全ての市民が健全で豊かな環境の恵みを享受するとともに、この環境が将来の世代へ継承されるよう、適切に行わ
なければならない。
２　環境の保全と創造は、より環境への負荷が少ない循環を基調とした人と自然とが共生した持続的発展が可能な誰もが住みよいまちづくり
を目指し、市、市民、事業者及び旅行等により市内に滞在する者（以下「滞在者」という。）がそれぞれの責務に応じた役割分担と協働の下、
相互に連携しつつ適切に行わなければならない。
３　地球環境の保全は、人類共通の課題であるとともに、市民の健康で文化的な生活を将来にわたって確保する上での課題であることから、
全ての事業活動及び日常生活において積極的に推進されなければならない。

淡路市環境基本条例の基本理念（第3条）

低炭素社会の形成

●大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会経済活動により、地球規模での「資源浪費による危
機」が指摘されています。

●ライフスタイルを資源浪費の少ないものに転換し、限りある資源を有効に活用する「循環型
社会」の形成が求められています。

循環型社会の形成

●本市は、きれいな空気や豊かな自然に恵まれていますが、近隣騒音や犬、猫の糞害、ごみの
ポイ捨てなど、マナーに起因する問題が生じています。

●よりよい地域社会を形成していくためには、良好な大気質・水質・住環境が確保された、安
全・快適で住みやすいまちづくりが重要です。

安全・快適社会の形成

●本市の人口は減少傾向で推移しており、2015年に老年人口が36％に達するなど、少子高齢
化が進行しています。

●このため、本市の特徴である様々な環境資源を活用し、地域の担い手を育成することで地域
の活性化を図ることが重要です。

環境資源を活⽤した地域活性化

●現在の環境問題は、原因や影響が多岐にわたるため、問題解決には、地域社会を構成するあ
らゆる主体の参加が必要となります。

●環境を保全し、よりよい地域社会を形成していくため、あらゆる主体が積極的に協働して問
題解決を図るなど、地域力の向上が重要です。

地域⼒の向上

●少子高齢化の進行に伴い、農業・漁業等で後継者不足の問題が生じており、地域の特徴であ
る里山里海の保全などが課題となっています。

●環境の変化を背景に有害鳥獣による被害や、ナルトサワギクなどの「特定外来生物」の繁茂
が拡大しており、人と野生生物の共生や地域固有の自然の保全が課題となっています。

●地域の多様な自然を保全・活用し、自然環境の恩恵を将来にわたって享受できる「自然共生
社会」の形成が求められています。

⽣物多様性の形成

淡路メガソーラー１淡路メガソーラー１

⽯⽥地区の棚⽥⽯⽥地区の棚⽥

アキノタムラソウ（⾥⼭の花）アキノタムラソウ（⾥⼭の花）

岩屋エコプラザ岩屋エコプラザ

明⽯海峡⼤橋明⽯海峡⼤橋

あわじ花さじきあわじ花さじき

伊勢久留⿇神社春祭伊勢久留⿇神社春祭

　本計画では、「環境の将来像」を定め、その実現に向けた6つの「基本目標」を設定し、目標を達成するために中長

期的に取り組むべき22の「基本施策」を抽出しました。

目標４ 安全・快適社会の実現

～良好な大気質・水質・住環境が確保された、
　　安全・快適で住みやすいまち～　

目標５ 環境資源を活用した地域活性化の実現

～自然・歴史・文化などの地域の環境資源が
                      活用された、魅力のあるまち～　

目標６ 地域力にあふれる社会の実現

～市民・事業者・滞在者・行政が積極的に
          環境保全に取り組む、協働のまち～　

目標１ 低炭素社会の実現

～再生可能エネルギーの活用が進んだ、
地球温暖化防止に取り組むまち～　

目標２ 自然共生社会の実現

～多様な自然が適切に保全・活用された、
                                             自然と共生するまち～　

目標３ 循環型社会の実現

～循環資源の活用が進んだ、
環境負荷が少ない循環型のまち～　

■施策体系

　本計画では、「環境の将来像」を定め、その実現に向けた6つの「基本目標」を設定し、目標を達成するために中長

期的に取り組むべき22の「基本施策」を抽出しました。

■施策体系

海・里・山、自然の恵み豊かな島　笑顔が育む循環と共生のまち

■ 市民参画の促進
■ 環境保全団体などの活動支援
■ 情報提供・共有の推進

■ 自然環境を活用した都市農山漁村交流の推進
■ 歴史・文化資源の保全と活用
■ 環境資源を活用した良好な景観の保全・形成
■ 持続可能な社会構築に向けた産業の振興

■ 良好な大気環境の保全
■ 良好な水環境の保全
■ 騒音・振動・悪臭の防止
■ 近隣公害の防止と快適な住環境の形成

■ ４Ｒの推進
■ 廃棄物の適正処理の実施
■ 地域の循環圏の構築推進

■ 生物多様性の保全の推進
■ 鳥獣被害の防止と適正管理の推進
■ 里山里海の保全の推進
■ 環境学習と自然とのふれあい活動の推進

■ CO２排出の少ないライフスタイルへの転換
■ 安心安全な再生可能エネルギー活用の推進
■ 環境に配慮した交通の推進
■ 森林の保全・育成・整備

6つの基本⽬標 22の基本施策

持続可能な開発目標（SDGs）への寄与

　SDGｓは、2015（平成27）年９月の

国連サミットにおいて採択された国際社

会共通の目標で、2030年までに達成す

る目標として、17のゴールを掲げています。

　本市においても、環境施策を通じて、

SDGｓの達成に寄与していきます。

 17のゴール

■計画期間

　計画期間は、2020（令和２）年から、2024（令和６）年の５年間とします。

■環境の将来像

１ ２

３ページ

４ページ

４ページ

５ページ

５ページ

６ページ



行政の取り組み 市民・事業者・滞在者の取り組み環境施策

●節電やごみの減量などに取り組もう　

●地元の農水産物を利用しよう

●防災情報の確認など、災害に備えよう

●環境に配慮した事業活動を行おう　　　　　 等

●家庭や事業活動において、再生可能エネルギーを
活用しよう

●事業者は、小規模な発電施設においても、周辺環
境に配慮して設置しよう

●「あわじ環境未来島構想」に参加・協力しよう　 等

●できるだけ公共交通機関を利用しよう

●低公害車を利用・選択しよう

●エコドライブを実践しよう　　　　　　　　　等

●森林保全活動に参加するなど、森林の健全な保全
　・管理の取り組みに協力しよう

●開発行為において、森林保全に配慮しよう　　  等

基本目標１　低炭素社会の実現

基本目標２　自然共生社会の実現

基本目標３　循環型社会の実現

重点プロジェクト

目標指標 

温室効果ガス削減量
（市事務事業）

2013年度総排出量（15,553ｔ-CO2）比

１８．９％削減

学校給食での
市産品使用率

２５．０％

１９．６％

竹バイオマス
利活用量

１２５ｔ／年

０ｔ／年

放置竹林拡大防止事業
を実施した件数

２件／年

２件／年

行政の取り組み

■情報提供・啓発の推進

■地球温暖化対策実行計画の推進

■地産地消の推進

■地球温暖化適応策の推進

市民・事業者・滞在者の取り組み

基本施策１－１

ＣＯ２排出の少ないラ

イフスタイルへの転換

基本施策１－２

安心安全な再生可能

エネルギー活用の推進

基本施策１－３

環境に配慮した交通の

推進

基本施策１－４

森林の保全・育成・整備

環境施策

■情報提供の推進

■再生可能エネルギー活用の推進

■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

■環境影響評価の実施の周知

■地域の特徴を踏まえた効率的な交通
手段の導入

■低公害車の導入推進

■エコドライブの推進

■森林の健全な保全・再生

◆ 本市の事務事業において、温室効果ガスの排出抑制に努めます。

◆ 地域産品の農水産物をPRするイベントを開催し、地産地消を推進します。

◆ 淡路市の特産品のブランド化を関係機関と連携して推進します。

◆ 学校給食において、積極的に市産品を使用し、地産地消を推進します。

◆ 生穂新島メガソーラーの維持管理を継続し、CO2の排出を抑制します。

◆ 災害時に生穂新島メガソーラーで発電した電力を指定避難所等で活用できるシステムの構築を検討します。

◆ 間伐等の森林整備や木材利用、普及啓発等を推進します。

◆ 竹林の伐採と竹チップとしての再資源化を図ります。

１９，７８８ｔ-ＣＯ２

環境指標

現状値
（2018年度）

目標値
（2023年度）

　22の基本施策に基づき、行政、市民、事業者、滞在者（旅行等により市内に滞在する者）の取り組みを

進めることで、環境の将来像の実現をめざします。

SDGSDGsへの寄与への寄与

●自然環境や生物多様性の保全に取り組もう

●外来生物拡大防止に協力しよう　　　　　　　等

●有害鳥獣被害問題を理解し、被害防止対策に協力
しよう

●野生生物の生息地の管理や保護に協力しよう　  等

●里山里海の保全活動に参加・協力しよう

●農地や農業施設を適切に保全・管理しよう     等

●環境保全活動や環境学習に参加・協力しよう

●都市と農山漁村の交流活動に参加・協力しよう

●地域の公園・緑地の維持管理に協力しよう　　 等

■情報提供・啓発の推進
■都市計画マスタープランの推進
■公共事業における環境配慮の推進
■外来生物対策の推進
■自然環境保全活動の推進

基本施策２－１

生物多様性の保全の推進

基本施策２－２

鳥獣被害の防止と適正

管理の推進

基本施策２－３

里山里海の保全の推進

基本施策２－４

環境学習と自然とのふれ

あい活動の推進

■有害鳥獣被害防止対策の推進

■野生鳥獣の適正管理の推進

■里山の荒廃対策

■耕作放棄地対策の推進

■里山里海保全活動の推進・支援

■豊かな里海の再生

■環境学習の機会や活動の場の拡大

■グリーンツーリズム・ブルーツーリズム
の推進

■公園・緑地の充実と緑化の推進

重点プロジェクト 目標指標 

かいぼり活動の件数

４ヶ所／年

◆ 北淡路地区において、事業者等の農業参入事業を推進します。

◆ 和牛放牧を利用した農地管理を行います。

◆ かい掘り活動支援を行います。 ３ヶ所／年

環境指標

現状値
（2018年度）

目標値
（2023年度）SDGSDGsへの寄与への寄与

行政の取り組み 市民・事業者・滞在者の取り組み環境施策

●外出時にマイバックやマイボトルを持参しよう

●４Ｒについて理解し、取り組もう

●資源ごみの集団回収を実践しよう　　　　　　等

●事業活動に伴う廃棄物を適正に処理しよう

●不法投棄が起こりにくい環境をつくろう

●ごみの持ち帰り行動を実践しよう　　　　　　等

●廃棄物の堆肥化など、資源を循環利用しよう

●バイオマスの利活用に協力しよう　　　　　　 等

■情報提供・啓発の推進

■効率的なごみ収集の取り組み

■資源ごみ受け入れの取り組み

基本施策３－１

４Ｒの推進

基本施策３－２

廃棄物の適正処理の実施

基本施策３－３

地域の循環圏の構築推進

■一般廃棄物の適正処理の推進

■不法投棄の防止

■ごみの持ち帰り行動の推進

■地域での資源循環の取り組み推進

■バイオマス活用推進計画の推進

■地産地消の推進

重点プロジェクト 目標指標 

リサイクル率

１６．３８％

◆ ４Ｒを推進し、ごみの減量化を図ります。

◆ ごみ持ち帰り啓発看板の設置や、ボランティアによる

 　清掃活動を支援します。

◆ 水辺環境の保全に向けて、海水浴場の駐車場の有料化

　 を検討します。

１１．３％

環境指標

現状値
（2017年度）

目標値
（2023年度）

SDGSDGsへの寄与への寄与

１人１日あたりの
家庭系ごみ排出量

６８１．７ｇ／人・日

６５２．７８ｇ／人・日

３ ４



基本目標４　安全・快適社会の実現

基本目標５　環境資源を活用した地域活性化の実現

基本目標６　地域力あふれる社会の実現

■計画の進行管理

■計画の推進体制

環境
審議会

【環境の将来像】
『海・里・山、自然

の恵み豊かな島
笑顔が育む循環と

共生のまち』

自然
な島
環と

淡路市

『海
の恵

笑顔
共

事業者

【環境の将来像像】【環

市民

【【

滞在者

行動指針

の実践

環境施策

の推進

行動指針

の実践

育む循環
のまち』

環と
』

淡路市淡

環境施策策

の推進の

淡路市
環境基本計画

推進会議

● 環境施策の策定
● 計画の進行管理
● 恊働の推進

理解・協力

恊働・連携 恊働・連携

恊働・連携

諮問・報告

答申・意見

改善

（Act）

改善

計画

（Plan）

画計画

n）la

実行

（Do）Act）

改善

Act）

実行

（Do（Do

点検

（Check）

環境審議会・推進会議

環境審議会・推進委員会

実
施
主
体

実
施
主
体

施策、事業、
取り組みの
実施

施策、事業、
取り組みの
計画

施策、事業、
取り組み結果の
点検・評価

施策、事業、
取り組みの
見直し

■計画の推進体制

行政の取り組み 市民・事業者・滞在者の取り組み環境施策

●できるだけ公共交通機関を利用しよう

●大気環境の保全に協力しよう

●大気汚染防止法を守って事業活動を行おう　　  等

●水環境の保全に配慮した行動を実践しよう

●事業活動で適切な排水処理対策を実施しよう

●下水道整備に協力し、早期に下水道に接続しよう　等

●計画的な道路の改良整備に協力しよう

●騒音規制法をはじめとする法律を守って事業活動
を行おう　　　　　　　　　　　　　　　　  等

●近隣の迷惑となる騒音や活動を控えよう

●地域の清掃活動に協力しよう

●地域環境の向上を図る活動に参加・協力しよう  等

●都市と農山村の交流活動に参加・協力しよう

●全島一斉清掃などの清掃活動に参加しよう

●マリンスポーツは周辺環境に十分に配慮しよう　等

●文化財の保護・管理について理解しよう

●文化財を活用したまちづくりに協力しよう　　　等

■情報提供・啓発の推進

■低公害車の導入推進

■エコドライブの推進

■県との協力による調査・監視・指導

基本施策４－１

良好な大気環境の保全

基本施策４－２

良好な水環境の保全

基本施策４－３

騒音・振動・悪臭の防止

基本施策４－４

近隣公害の防止と快適

な住環境の形成

■情報提供・啓発の推進

■計画的な下水道整備と普及率の向上

■合併浄化槽の普及促進

■県との協力による調査・監視・指導

■道路の計画的な改良整備

■県との協力による調査・監視・指導

■環境マナーの周知・啓発

■清掃活動の取り組みの推進

■空き家対策の推進

■地域マネジメントの推進

重点プロジェクト 目標指標 

下水道接続率

７９．０％

◆ 下水道普及率の向上に向けて、普及率の低い地区での啓発の

　 ローラー作戦を実施します。
７４．２％

環境指標
現状値

（2018年度）

目標値
（2024年度）

SDGSDGsへの寄与への寄与

行政の取り組み 市民・事業者・滞在者の取り組み環境施策

基本施策５－１

自然環境を活用した都市
農山漁村交流の推進

基本施策５－２

歴史・文化資源の保全
と活用

基本施策５－３

環境資源を活用した良好
な景観の保全・形成

基本施策５－４

持続可能な社会構築に

向けた産業の振興

重点プロジェクト 目標指標 

環境指標

現状値
（2018年度）

目標値
（2023年度）

SDGSDGsへの寄与への寄与

◆ 「文化財保存活用地域計画」を策定し、五斗長垣内遺 
    跡などを活用した観光振興を行います。
◆ 交付金を活用し、地域の農業生産活動の継続及び農
　 業共同活動を支援します。
◆ 棚田地域振興法を踏まえ、棚田地域の振興を図ります。

五斗長垣内遺跡
の来場者数

７，０００人

６，７７３人

棚田地域振興協議
会の設置地区数

２地区
（2024年度）

０地区

行政の取り組み 市民・事業者・滞在者の取り組み環境施策

●地域･市民活動に参加しよう

●事業者の役割を理解し、環境保全活動に取り組も
う　　　　　　　　　　　　　　　　　　 等

●環境について学ぶ場に参加しよう

●環境に関する取り組みについて理解しよう　  　等

●地域の環境情報を発信し、共有しよう　 　   等

■公聴機能の充実

■公募市民による市民参画の推進

■地域リーダーの発掘・育成

■県などと連携した環境学習・教育の基
盤づくり

基本施策６－１

市民参画の促進

基本施策６－２

環境保全団体などの活動
支援

基本施策６－３

情報提供・共有の推進

■NPO法人やボランティア団体との連携

■活動情報の情報発信

■情報提供による市民参画の促進

重点プロジェクト

◆ 広報誌や市のホームページ等を活用し、市民等に情報が届きや  

　 すいように情報発信方法を工夫します。

SDGSDGsへの寄与への寄与

■グリーンツーリズム・ブルーツーリズム
の推進

■環境観光の振興

■環境保全を目指した自然資源の利活用

■文化財の適切な保護・保全に向けた
管理の推進

■歴史・文化遺産の活用の推進

■歴史・文化遺産巡回コースの設定

■情報提供・啓発の推進

■里山景観の維持

■海岸景観の維持

■あわじ環境未来島構想を踏まえた産
業の振興

■環境保全型農業の推進

●家庭内や事業所の敷地内の緑化を心掛けよう

●農地やため池の草刈りや、海岸の清掃、保全活動に

参加・協力しよう　　　　　　　　　　　　　 等

●企業の社会的責任を認識し、環境保全活動を実施

しよう

●環境にやさしい農業に協力しよう　　　　 　 等

目標指標 

市の人口に対する全島
一斉清掃参加者の割合

２０％

１４．７％

環境指標

現状値
（2018年度）

目標値
（2023年度）

　本計画では、淡路市環境基本計画推進会議において、

環境施策や市民等の環境活動の実施状況を把握し、計画

の進行状況を点検します。また、点検結果は環境審議会

に報告し、計画進行に関する審議会の助言・提言を踏ま

えて、次年度の方針や改善策を検討し、各主体への働きか

けを行うものとします。

　なお、進行管理は１年単位で実施するものとし、点検結

果をホームページなどで公表する方針とします。

５ ６

　本計画に掲げる将来像や基本目標の達成には、市民、

事業者、滞在者（旅行等により市内に滞在する者）、市

（行政）等の全ての主体が環境の保全と創造の基本理念

を共有するとともに、それぞれの役割を認識し、協働・連

携して行動することが重要です。

　このため、本市では、全庁横断的な組織として、「淡路

市環境基本計画推進会議」を中心とした推進体制を構築

し、環境施策の策定、計画の進行管理、各主体との協働の

推進など、計画の推進に取り組みます。


