
１ 報告資料１‐１１

淡路市環境基本計画 第５章第４節 （Ｐ６４環境指標の設定）

　

環境指標の進捗管理 （平成２９年度まで）

基本目標 基本施策 環境指標 現状値
（調査年） 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 備

　

考

低炭素社会の実現

（１）Ｃ０２排出の少ないライ
フスタイルへの転換

温室効果ガス排出量
（市事務事業）

１１，９８７ｔ－Ｃ０２

（平成２４年度）
１１，６７２ｔ １１，０９８ｔ ９，８２８ｔ １１，６６９ｔ

淡路市第２次地球温暖化
対策実行計画

（２）再生可能エネルギー活
用の推進

竹バイオマス利用量
（炭素換算）

　

ｏｔ／年
（平成２５年度）

３．ｏｔ １０，３ｔ ２，８ｔ ２．５ｔ
淡路市バイオマス活用
推進計画

自然共生社会の実現

（１）生物多様性の保全の推
進

生物多様性に関する情報
提供

　

０回／年
（平成２６年度）

０回 ０回 ２回 ２回
市広報紙による情報提
供

（２）鳥獣被害の防止と適正
管理の推進

鳥獣被害面積

　

１７，ｏｈａ

（平成２４年度）
２１．４ｈａ １６．５ｈａ ９．９ｈａ ５．９ｈａ

淡路市鳥獣被害防止計
画

鳥獣被害額
２４，３６０千円

（平成２４年度）
２８，５３１千円 ２６，５２０千円 １２，６２１千円 ６，７６１千円

（３）里山里海の保全の推進 かいぼり活動
４箇所／年

（平成２６年度） ２箇所 ５箇所 ５箇所 ７箇所

　　　　　　　　　　　　　　　　

ー

（４）環境学習と自然とのふ
れあい活動の推進

市主催の環境学習イベン
ト

　

３７回／年
（平成２６年度）

３７回 ２７回 ・２５回 ２１回

　　　　　　　　　　　　　　　

′

循環型社会の実現

（１）４Ｒの推進
（２）廃棄物の適正処理の確
保

１人１日ごみ排出量
１，００７ｇ／人．日
（平成２４年度）

１，０５６ｇ １，０６９ｇ １，０７１ｇ １，０５２ｇ一般廃棄物処理実態調
査（環境省）
淡路市一般廃棄物処理
基本計画リサイクル率

　

１２．８％
（平成２４年度）

１２．７％ １２．２％ １２．３％ １１．２％

（３）地域の循環圏の構築推
進

竹バイオマス利用量
（炭素換算）

　

ｏｔ／年

（平成２５年度）
３．ｏｔ １０．３ｔ ２．８ｔ ２．５ｔ

淡路市バイオマス活用
推進計画

安全・快適社会の実現

（１）良好な大気環境の保全 近隣大気測定局の環境基
準達成状況

全項目で環境基準を達成 全項目で環境基準を達成 全項目で環境基準を達成 全項目で環境基準を達成 全項目で環境基準を達成
大気・水質等常時監視
結果（兵庫県）

（２）良好な水環境の保全

志筑川のＢＯＤ濃度
（７５％水質値）

　

１ｏｍｇ／Ｌ

（平成２４年度）
４，７ｍｇ １４ｍｇ １３ｍｇ 平成３１年３月頃確定 ひようごの環境 「環境

白書」

下水道等接続率

　

７０．８％

（平成２６年３月）
７７．７４％ ７８．２９％ ７８．６６％ ７９．３８％

　　　　　　　　　　　　　　　

・

（３）騒音・振動・悪臭の防
止

公害苦情発生件数

　

１０件／年
（平成２４年度）

８件 ５件 ３件 平成３１年３月頃確定 ひようごの環境 「環境
白書」（４）近隣公害の防止と快適

な住環境の形成

環境資源を活用した地
域活性化の実現

（１）接続可能な社会構築に
向けた産業の振興

竹バイオマス利用量
（炭素換算）

　

ｏｔ／年
（平成２５年度）

３．ｏｔ １０，３ｔ ２，８ｔ ２．５ｔ
淡路市バイオマス活用
推進計画

地域力にあふれる社会
の実現

（１）市民参画の促進

全島一斉清掃参加者数

　

８，６２４人
（平成２６年度）

８，６２４人 ８，４１８人 ７，７９２人 ７，０４１人

河川・道路愛護活動の参
加町内会等数

河川：４５町内会等
道路：１６１町内会等

　

（平成２５年度）

河川：３９町内会等
道路：１５５町内会等

河川：４３町内会等
道路：１５６町内会等

河川：５０町内会等
道路：１６３町内会等

河川：４９町内会等
道路：１７４町内会等

（２）環境保全団体などの活
動支援

ボランティア清掃参加者
数

　

５０２人
（平成２６年度）

５０２人 １，３６１人 １，１７８人 ５９０人

（３）情報提供・共有の推進 環境に関する情報提供

　

７回／年
（平成２６年度）

７回 ６回 ２回 ９回
市広報紙による情報提
供



報告資料１‐２

淡路市環境基本計画 第５章第４節 （Ｐ６４環境指標の設定） 環境指標に対する取組

基本目標 基本施策 環境指標 平成２９年度取組 平成３０年度取組（予定） 平成３０年度予算

　

（千円）
備考

低炭素社会の実現

（１）Ｃ０２排出の少ないライ
フスタイルへの転換

温室効果ガス排出量
（市事務事業）

市が管理する市内約１１０か所の目標設
定施設に対し、 節電対策である空調
の温度設定 （冷房２８度、 暖房２０度）
等の取り組みを実施。
目標設定施設の温室効果ガスの算定
調査を業者委託。

市が管理する市内約１１０か所の目標設
定施設に対し、節電対策である空調
の温度設定 （冷房２８度、 暖房２０度）
等の取り組みを実施し、 職員を対象
とした研修を実施。
目標設定施設の温室効果ガスの算定
調査を業者委託。

１，８０５淡路市第２次地球温暖化対策実行計画

（２）再生可能エネルギー活
用の推進

竹バイオマス利用量
（炭素換算）

竹チップボイラーのモニタリング及
び竹資源供給体制整備事業 竹資源供給体制整備事業 ２，０００淡路市バイオマス活用推進計画

自然共生社会の実現

（１）生物多様性の保全の推
進佳

生物多様性に関する情報
提供

ＨＰ及び広報ヘナルトサワギク分布拡
大防止を掲載し、 県の依頼により、
けし自生拡大阻止を掲載。

ＨＰへの掲載は継続し、 広報へは必要
に応じ掲載。

市広報紙による情報提供

（２）鳥獣被害の防止と適正
管理の推進

鳥獣被害面積 防護柵の設置、 捕獲濫によるイノシ
シの捕獲、 集落へのイノシシ対策の
ア ドバイ ス。

平成２９年度の取り組み十専門家によ
る集落への適切な防護柵設置のアド
バイス。

１３８，３１９淡路市鳥獣被害防止計画

鳥獣被害額

（３）里山里海の保全の推進 かいぼり活動 農会長会にて案内 農会長会にて案内 ２，０００

（４）環境学習と自然とのふ
れあい活動の推進

市主催の環境学習イベン
ト

小学校４年生を対象に環境施設 （ごみ
焼却場・下水処理場） の社会見学

小学校４年生を対象に環境施設 （ごみ
焼却場・下水処理場） の社会見学

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

▲

循環型社会の実現

（１）４Ｒの推進
（２）廃棄物の適正処理の確
保

１人１日ごみ排出量 県によるレジ袋削減店頭キャンペー
ンに参加し、 買い物客へのエゴバッ
クの配布を実施。 環境対策補助金の
実施により４Ｒの推進に寄与。
第２回ごみ減量化等推進協議会を開催
し、 古着類及びその他紙類（雑がみ）
の資源ごみ化に向けた協議を行い、
実現に至った。

レジ袋削減店頭キャンペーン及び環
境対策補助金については、 引き続き
実施。
第３回減量化等推進協議会を開催し、
ごみ減量化に向けた具体的な対策を
検討する。

５９５
一般廃棄物処理実態調査（環境省）
淡路市一般廃棄物処理基本計画

リサイクル率

（３）地域の循環圏の構築推
進

竹バイオマス利用量
（炭素換算）

竹チップボイラーのモニタリング及
び竹資源供給体制整備事業 竹資源供給体制整備事業 ２，０００淡路市バイオマス活用推進計画

（１）良好な大気環境の保全 近隣大気測定局の環境基
準達成状況

大気汚染状況の常時監視実施
大気汚染防止法等に係る工場や事業
場の立入検査の実施

　

等

大気汚染状況の常時監視実施
大気汚染防止法等に係る工場や事業
場の立入検査の実施

　

等

　　　　　　

′

大気・水質等常時監視結果（兵庫県）

１／２



報告資料１ー２

淡路市環境基本計画 第５章第４節 （Ｐ６４環境指標の設定） 環境指標に対する取組

基本目標 基本施策 環境指標 平成２９年度取組 平成３０年度取組（予定）
平成３０年度予算

　

（千円）
備考

安全・快適社会の実現
（２）良好な水環境の保全

志筑川のＢＯＤ濃度
（７５％水質値）

公共用水域及び地下水の常時監視実
施
水質汚濁防止法に係る工場・事業場
の立入検査の実施
浄化槽の適正設置・適正管理の指導

公共用水域及び地下水の常時監視実
施
水質汚濁防止法に係る工場・事業場
の立入検査の実施
浄化槽の適正設置・適正管理の指導

ゴ

　　　　　　　　

ー

、

　　

、両

ひょうごの環境 「環境白書」

下水道等接続率
早期接続者排水設備設置促進奨励金
受益者負担金等一括納付報奨金
早期接続者への使用料減免措置

早期接続者排水設備設置促進奨励金
受益者負担金等一括納付報奨金
早期接続者への使用料減免措置

設置促進奨励金

　　　　

３，７８０

一括納付報奨金

　　　　　　

８４１

（３）騒音・振動・悪臭の防
止

公害苦情発生件数
（県）航空機騒音測定の実施 （県）航空機騒音測定の実施

ひようごの環境 「環境白書」

速やかな公害苦情対応 速やかな公害苦情対応（４）近隣公害の防止と快適
な住環境の形成

環境資源を活用した地
域活性化の実現

（１）接続可能な社会構築に
向けた産業の振興

竹バイオマス利用量
（炭素換算）

竹チップボイラーのモニタリング及
び竹資源供給体制整備事業 竹資源供給体制整備事業 ２，０００淡路市バイオマス活用推進計画

地域力にあふれる社会
の実現

（１）市民参画の促進

全島一斉清掃参加者数
７月第２日曜日に全島一清掃を実施
し、 実施にむけ、 広報等にて周知
可燃及び不燃ごみ袋の世帯配布

７月第１日曜日に全島一清掃を実施
し、 実施にむけ、 広報等にて周知
可燃及び不燃ごみ袋の世帯配布

６，１８８

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

河川・道路愛護活動の参
加町内会等数

４月～１０月末までの間、 道路・河川清
掃を実施した町内会について助成
実施にむけ、 広報等にて周知

４月～１０月末までの間、 道路・河川清
掃を実施した町内会について助成
実施にむけ、 広報等にて周知

８，５００

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

（２）環境保全団体などの活
動支援

ボランティア清掃参加者
数

各種団体等による公共施設の清掃時
に担当部署がボランティア清掃用の
袋の提供や収集の対応を行い、環境
美化に努める

各種団体等による公共施設の清掃時
に担当部署がボランティア清掃用の
袋の提供や収集の対応を行い、環境
美化に努める

（３）情報提供・共有の推進 環境に関する情報提供
住宅用太陽光発電システム設置補
助、地球温暖化対策実行計画実施状
況報告を掲載

住宅用蓄電池設置補助、地球温暖化
対策実行計画、 菜の花の種子申し込
みを掲載

市広報紙による情報提供

２／２



第８回淡路市環境審議会における意見に対する回答 （２０１７．１０．１０開催）

意

　

見 回

　

答 担当部署

かいぼり活動
外来種が問題になるので、 かいぼり実施時に駆除すれ

ば、 問題解決にもなる。

【農地整備課】
かいぼりを実施している団体の自主的な取り組みの中で既に実施して
いる。

農地整備課

かいぼり活動
子供たちやその関係者も一緒に参加できるよう情報提供

を行い、 子供たち等がかいぼり体験できる環境を整えれ
ば、 将来のかいぼり活動につながり、 広がる。

【農地整備課】
かいぼりを実施している団体より地元小学校等に対し活動実施の情報
提供を行い、 作業の見学や一部体験を既に行っている。
【子育て応援課】
保育所・園、認定こども園、 子育て学習センターべ情報提供を行いた
し、

。
【学校教育課】
学校と事前協議を行い、 安全に十分配慮したうえで合意が得られれば
実施は可能。 かいぼり体験をすることは、 自分たちの住んでいる地域
の環境に対する意識向上に有効であると考える。

農地整備課
子育て応援課
学校教育課

環境学習
小学校等で実施している環境学習について、 その対象学

年と内容を報告してほしい。

【学校教育課】
全学年で環境教育に取り組んでいる。
・３年生
環境体験事業 （県交付金 （２分の１） を活用し、 環境体験事業を実

施）
・３年生以外
地域の干潟の生き物観察、 海を豊かにする活動、 里山の植物、 野鳥

観察、 川の生物調べ、 田植えや稲刈り、 栽培体験、ＥＭ団子作り、 竹細
工作り、 緑化活動等

学校教育課

１／３



第８回淡路市環境審議会における意見に対する回答 （２０１７．１０．１０開催）

意

　

見 回

　

答 担当部署

補助事業
環境分野に関し、 市の事業を含め、 国や県で補助事業が

あると思うので、 それを一覧化して情報提供すれば、 ボラ
ンティア団体等も参加でき環境問題解決につながる

農林振興課において、 「淡路市農業関係主要制度のあらまし」 チラシ
を作成し、 市、 県及び国の補助事業を一覧化し、 情報提供を行ってい
るが、 他の部署においても、 同様の取組ができないか検討したい。

全部署

ボランティア団体
色んな分野で協力依頼等できるので、 把握しているボラ

ンティア団体を一覧化し、 どの団体がどのような活動をし
ているか把握する。

『報告資料４

　

ボランティア団体一覧表』 のとおり 全部署

ホームページでの公表
議事録や環境指標の進捗管理等の数値だけではなく、 そ

の年度の状況を取組みや考え方を付け加えて公表できない
か。

【市民生活部生活環境課】
平成２９年度結果より、 関係部署と協議の上、 公表する 市民生活部生活環境課

ホームページ
市の情報だけではなく、 市の事業と関連した県等の事業

の情報提供をホームページ内で掲載すれば市民も助かる。

【財務部】
地方税法の改正により、 最初 （新車） の新規検査を受けた三輪以上の
軽自動車で、 一定の環境性能を有するものについては、 期限を定めて
グリーン化特例 （軽課） の適用により税率が軽減されており、 市のＨＰ
に掲載している。

全部署

環境施策と環境行動指針
環境目標内の基本施策について、 どのようにして、 市

民、 事業者、 滞在者に推進していくのか教えてほしい。

『報告資料３

　

行政の環境施策』のとおり 全部署
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第８回淡路市環境審議会における意見に対する回答 （２０１７．１０．ｌｏ開催）

意

　

見 回

　

答 担当部署

環境施策と環境行動指針
基本施策から環境指標を設定しているが、 抜粋されてい

ない基本施策もあるので、 全ての基本施策や環境施策につ
いて指標や取組みを記載してほしい。

『報告資料３

　

行政の環境施策』のとおり 全部署

竹林整備
竹林管理者と協力し、 学校区で竹林を管理してはどう

か。 子供たちやその関係者で竹の子掘りができ、 竹も減
る。

【農林振興課】
地域及び関係部局との協議が必要。
【子育て応援課】
保育所・園、認定こども園、 子育て学習センターべ情報提供を行いた
し、。
【学校教育課】
学校と事前協議を行い、 安全に十分配慮したうえで合意が得られれば
実施は可能。 たけのこ掘り体験をすることは、 自分たちの住んでいる
地域の環境に対する意識向上に有効であると考える。

農林振興課
子育て応援課
学校教育課

竹林整備
竹の子の時に採取すれば、 竹にならない。 子供たちと採

取した竹の子を食品加工できるところもあるので、 協力し
て淡路市ブランドとして販売できればいいと思う。

【まちづくり政策課】
平成２９年度より、 県市が支援し、 地域が主体となり竹林を伐採する取
組みを実施。
その地域の取組みのなかで、 市から地域へ竹の子のブランド化につい
ても提案する。
【農林振興課】
地域及び関係部局との協議が必要。
【子育て応援課】
保育所・園、 認定こども園、 子育て学習センターへ情報提供を行いた
し、。
【学校教育課】
学校と事前協議を行い、 安全に十分配慮したうえで合意が得られれば
実施は可能。 たけのこ掘り体験をすることは、 自分たちの住んでいる
地域の環境に対する意識向上に有効であると考える。

まちづくり政策課
農林振興課
子育て応援課
学校教育課
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淡路市環境基本計画 第４章第１節‐第６節 （Ｐ２７－Ｐ５７行政の環境施策）

基本施策 環境指標 環境施策 環境施策の内容 平成２９年度取組事例

（１）Ｃ０２ 排出の少ないライ

フスタイルへの転換

温室効果ガス排出量

（市事務事業）

１）情報提供・啓発の推進 広報紙や市ホームページなどを活用して、省エネ行動

などの情報を提供し、Ｃ０２ 排出の少ないライフスタイ

ルへの転換を呼び掛ける。

【生活環境課】

ＨＰや広報紙にて、 温室効果ガス削減への具体的取組事例等を紹介し、 市民等へ周知する。

２）地球温暖化防止実行

計画の推進

淡路市地球温暖化対策実行計画に基づき、 事務事業の

温室効果ガス排出抑制に努める。

【生活環境課】

ＨＰや広報紙にて、淡路市地球温暖化対策実行計画実施状況報告を掲載し、市民等へ周知する。
淡路市職員研修会を開催し、 目標意識を共有し各課で取り組む。

３）地産地消の推進 農漁業などの地域経済の活性化、農水産物輸送エネル

ギー （フードマイレージ） の削減を図るため、 地産地

消の取り組みを推進する。

【農林振興課】

６次産業化ネットワーク活動交付金事業の推進。

【水産振興課】

水産祭りを開催し、 地産地消の推進をしている。

【商工観光課】

具－１グランプリを開催し、 具の食材として地域特産物を使うことで地産地消を推進する。

（２）再生可能エネルギー

活用の推進

竹バイオマス利活用

量（炭素換算）

１）情報提供の推進 太陽光発電システムやペレットボイラーなど、 再生可

能エネルギー導入の補助・助成に関する情報を提供し、
市民・事業者への再生可能エネルギー導入の推進を図

る。

【生活環境課】

ＨＰや広報紙にて、 太陽光発電システム設置補助事業を掲載し、 市民等へ周知する。

２）再生可能エネルギー

活用の推進

淡路市バイオマス活用推進計画に基づき、バイオマス

活用を推進するなど、様々な再生可能エネルギー活用

の取り組みを推進する。

【農林振興課】

竹チップボイラ のモニタリング、竹資源供給体制整備事業の実施。
ＨＰにて公募。 一１団体実施

３）地域資源を活用した

自立型エネルギーシス

テムの検証

あわじ環境未来島構想と連携し、地域資源を活用した

自立型エネルギーシステムの検証に取り組む。

【まちづくり政策課】

平成２９年度より、 県市が支援し、 地域が主体となり竹林を伐採する取組みを実施。

竹チップの供給体制を推進することで自立型エネルギーシステムの構築を目指す。

（３）環境に配慮した交通の

推進

１）地域の特徴を踏まえ

た効率的な交通手段の

導 入

　　　　　　　　

、

地域にあった効率的で持続可能な交通手段の導入に向

けた取り組みを進める。

【未来の公共交通政策室】

車両導入時に排出ガス及び騒音規制適合、或いはリサイクルしやすい材料を使用した部品等を

考慮した車両を導入するよう努めている。

２）低公害車の導入推進 環境にやさしい低公害車の導入に向けた取り組みを進

める。

【管財課】

公用車に電気自動車２台、 ハイブリッド自動車１１台を導入している。

電気自動車用急速充電器を淡路市役所と淡路市北淡事務所に設置している。
【税務課】
ＨＰ や広報紙にて、軽自動車税のグリーン化特例 （軽課） による税率の軽減を掲載し、低公害

者の導入推進を図る。

３）エゴドライブの推進 環境負荷や生活環境への影響を低減するため、市の事

務事業においてエゴドライブ （環境にやさしい自動車

の運転） を推進すると共に市民へ周知・啓発を図る。

【生活環境課】

ふんわりアクセル 『ｅスタート』 を広く紹介し、 エゴドライブについて、 市民への周知啓発を

行う。
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淡路市環境基本計画 第４章第１節‐第６節 （Ｐ２７－Ｐ５７行政の環境施策）

基本施策 環境指標 環境施策 環境施策の内容 平成２９年度取組事例

（４）森林・緑地の保全・育

成・整備

１）森林の健全な保全・再

生

県などと連携し、森林の持つ多面的機能を持続的に発

揮させていくため、 森林の健全な保全・管理を図る。

【農林振興課】

住民参加型里山林再生事業の推進。

２）間伐材などの利用推

進

県などと連携し、 森林の健全な保全・管理の一環とし

て、 間伐材などの利用の推進を図る。

【農林振興課】

淡路県民局と連携した竹資源供給体制整備事業の実施。
ＨＰにて公募。 一１団体実施

３）緑地の保全・緑化の推

進

県などと連携し、 二酸化炭素の吸収源や良好な景観形

成として、 市民の協力のもと、 緑地の保全や緑化を推

進する。

【市民総務課】

緑化事業等のＮＰＯ法人設立する際、 手続き等を教示している。
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淡路市環境基本計画 第４章第１節‐第６節 （Ｐ２７－Ｐ５７行政の環境施策）

基本施策 環境指標 環境施策 環境施策の内容 平成２９年度取組事例

（１）生物多様性の保全の推

進

生物多様性に関する

情報提供

１）情報提供・啓発の推進 広報紙や市ホームページなどの媒体による情報提供、
環境保全団体、 大学との連携などをこより、 市民・事業

者・滞在者の生物多様性保全に関する意識向上を図る。

【生活環境課】

広報紙やＨＰによりナルトサワギクの防除やヒアリ等についても市民へ周知する。

２）自然との調和を目指

した都市計画マスター

プランの策定

良好な住環境の保全や自然環境との調和、 産業の活性

化を目指した都市計画マスタープランを策定し、 地域

のバランスのとれた発展と秩序ある土地利用を推進す

る。

【都市計画課】

平成２７年１２月に淡路市都市計画マスタープランを策定済み。

３）公共事業における環

境配慮の推進

　

・
河川改修や土地改良事業などの自然環境の改変を伴う

公共事業にあたっては、生物多様性の保全に配慮する。

【社会教育課】

五斗長垣内遺跡史跡整備にあたっては、淡路景観園芸学校と共同で、「弥生時代の植生」 の復

元を目指す取組を行っている。

４）外来生物対策の推進 特定外来生物 （ナルトサワギク、 オオキンケイギクな

ど） を周知すると共に、 関係機関と連携して駆除や拡

大防止に努める。

【生活環境課】

ヒアリ問題が発生し、 市民 （事業者） が、 疑いのあるアリを捕獲し調査を求める場合は、 市よ

り関係機関へ照会をし、 持参者へ回答する。

５）自然環境保全活動の

推進

自然環境保全について、市民、環境保護活動団体、 専

門家との協働を進める。

【学校教育課】

環境体験事業としてＨ２９に里山、田畑、水辺、地域の内容を地域ボランティアやＮＰＯ等と市内

小学校の３年生の児童を中心に１３校が実施しており、 今年度も同様に実施を予定している。

（２）鳥獣被害の防止と適正

管理の推進

鳥獣被害面積

鳥獣被害額

１）有害鳥獣被害防止対

策の推進

「鳥獣被害防止特措法に基づく被害防止計画」 などに

基づき、 有害鳥獣被害防止対策を推進するほか、捕獲

対策などの強化を図り、積極的な有害鳥獣対策を推進

する。

【農林振興課】

防護柵の設置、 捕獲濫によるイノシシの捕獲、集落へのイノシシ対策のアドバイス、専門家に

よる集落への適切な防護柵設置等のアドバイス。

農会長会における説明、周知及び資料配布依頼。 農会への通知。

２）野生鳥獣の適正管理

の推進

野生鳥獣による農業被害の抑制を図るため、 県と連携

し、 野生鳥獣の保護や適正管理に努める。

【農林振興課】

鳥獣被害防止総合対策事業、 集落ぐるみの被害対策事業、イノシシ一斉捕獲推進事業の実施。

（県事業）

農会長会における説明、周知及び資料配布依頼。 農会への通知。

（３）里山里海の保全の推進 かいぼり活動 １）里山の荒廃対策（竹林

拡大防止等）

竹林拡大による里山荒廃を防ぐため、竹を利用したバ

イオマス事業を推進するなど、 関係機関と連携し、 特

区制度などを活用した取り組みを推進する。

【農林振興課】

淡路県民局と連携した竹資源供給体制整備事業の実施。
ＨＰにて公募。 一１団体が実施

２）里山里海保全活動の

推進・支援

ため池に蓄積された栄養分を 「かいぼり」 によって海

へ流し、 豊かな海の再生に役立てるなど、 農業者と漁

業者の協働による里山里海保全の取り組みを支援す

る。

【農地整備課】

ため池及び里海を保全することを目的にかいぼり活動している組織に対し、作業内容の調整や

一部資機材の貸し出し等を行った。

【学校教育課】

環境体験学習において講師を招いてため池について学んだり、ＥＭ団子を作って投入を行うな

ど、 里山里海保全に向けた活動を行っている。

３）耕作放棄地対策の推

進

新規就農者などの受け入れや生産性の向上、 有害鳥獣

害被害防止などの施策を進めるなど、耕作放棄地対策

を推進する。

【農林振興課】

北淡路農業改良普及センターと連携した新規就農相談窓口（随時）や農業次世代人材投資事業、
北淡路土地改良区・県と連携した企業参入フェアへの参加。
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報告資料３

　

ｒ 淡路市環境基本計画 第４章第１ 飾第６節 （Ｐ２ＬＰ５７行政の環境施策）

基本施策 環境指標 環境施策 環境施策の内容

　　　　　　　　　

平成２９年度取組事例

（３）里山里海の保全の推進 かいぼり活動 ４）海岸環境整備事業の

推進

海岸環境整備事業の円滑な推進を図り、漁港設備の安

全性、 快適性、 機能性の向上を図ると共に、 自然環境

との調和を図る。

【水産振興課】

漁港施設においては津波・高潮における背後集落の安全性については、 確保されている。

（４）環境学習と自然とのふ

れあい活動の推進

市主催の環境学習イ

ベント

１）環境学習の機会や活

動の場の拡大

県や大学などと連携し、環境学習の機会や活動の場の

拡大に取り組む。

【学校教育課】

小学校３年生において、環境体験学習を行っている。 その際、自然保護指導員等の協力を得な

がら、 専門的な知見に基づいた体験学習を行っている。

【社会教育課】

五斗長垣内遺跡史跡整備にあたっては、市民参加型講座「五斗長弥生の森くらぶ」を淡路景観

園芸学校と共同で実施し、 五斗長地域の森林の調査や植生に関する学習会を行っている。

２）グ リ ー ン ツ ー リ ズ

ム・ブルーツーリズムの

推進

ファーマーズマーケット （直売） や体験型農業、 観光

農園、 農家レストラン、 漁業体験など、 多彩なグリー

ンツーリズム・ブルーツーリズムを推進し、 都市と農

山漁村の交流活動の促進を図る。

【農林振興課】

農家レストラン特区（兵庫県） 協議、 産地直売所実態調査の実施。

３）公園緑地の充実 交流・憩いの場、 防災活動の拠点、 自然とのふれあい

活動の場となる公園の有効活用を図る。 また、 地域住

民が主体となった、公園や緑地の維持管理を支援する。

【都市総務課】

シルバー人材センターをはじめ、町内会や地元の団体、漁業組合等に委託し、公園や緑地の維

持管理に努めている。
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淡路市環境基本計画 第４章第１節‐第６節 （Ｐ２７‐Ｐ５７行政の環境施策）

基本施策 環境指標 環境施策

　　　　

環境施策の内容 平成２９年度取組事例

（１）４Ｒ （ごみの発生抑

制・排出削減・再使用・再

資源化） の推進

１人１日ごみ排出量

リサイクル率

１）情報提供・啓発の推進 広報紙や市ホームページなどの媒体を活用して、 ごみ

減量化などの市民の取り組み紹介や４Ｒの呼び掛けを

行い、循環型社会形成に向けた環境意識の向上を図る。

【生活環境課】

平成２９年２月に策定した、淡路市一般廃棄物処理基本計画をＨＰに掲載し、ごみ減量化の意識

向上を図った。また、年末年始のごみ回収カレンダー及び年間を通したごみカレンダーについ

ても、 掲載 している。

【学校教育課】

小学校４年生の社会科 「ごみのゆくえ」 の学習において、環境意識の向上を図るため、 ごみの

減量化に向けた企業の取組を知ったり、４Ｒの意味や意義について考えたりする機会を設けて

いる。

２）効率的なごみ収集の

取り組み

「淡路市分別収集計画」 により容器包装廃棄物の分別

収集を推進すると共に、 可燃ごみステーションの設置

支援を進め、 ごみの散乱を防ぎ、効率的なごみ収集を

図る。

【生活環境課】

第８期淡路市分別収集計画により、 分別収集を推進し、 平成２９年度より、 資源ごみステーシ

ョンの設置補助を開始した。

３）資源ごみ受け入れの

取り組み

エゴプラザで家庭から排出される資源ごみの受け入れ

を行い、 ごみの減量化・再資源化を推進する。

【生活環境課】

エゴプラザにて資源ごみの受入を行っており、ＨＰ 等にて市民へ周知している。 一宮地区 （郡

家） に新たな資源ごみ回収施設を開設した。

（２）廃棄物の適正処理の確

保

　　　　　

，

１人１日ごみ排出量

リサイクル率

１）廃棄物処理施設の適

正管理

廃棄物処理施設は周辺環境に配慮しつつ、 適正管理に

努めると共に、廃棄物処理施設の維持管理情報を提供

する。

【夕陽が丘クリーンセンター】

焼却中のダイオキシン等の数値を公害監視設備にて表示している。

２）事業系廃棄物処理の

指導

事業系廃棄物処理方法を指導し、 ごみの発生抑制、減

量化、 再資源化の推進を図る。

【生活環境課】

ごみ減量化等推進協議会にて検討し、事業者へ事業ごみを市指定ごみ袋へ入れないよう指導し

ている。

３）不法投棄の防止 警察と連携すると共に、看板による警告や周知により、
公共的な場所への不法投棄の防止に努める。

【生活環境課】

公共的な場所への啓発看板の設置や町内会からの要望により啓発看板を配布している。
各町内会のごみ集積場において、収集できない廃棄物が出されることが多く、その対応として

看板や柵の設置等を行った。 また、 場合により、 警察と連携し、 不法投棄者に対し、 適正な処

理について指導を行った。

４）ごみ持ち帰り行動の

推 進

　　　　

．

観光地や公園などにおいてごみを捨てずに持ち帰るよ

う、 ごみ持ち帰り行動の呼び掛け、 啓発を推進する。

【生活環境課】

特に釣り客によるごみ捨てが多く、関係する町内会長からの要望により、看板などの設置を行

った。

【都市総務課】

公園については基本的にゴミ箱を設置しておらず、 持ち帰りをお願いしている。

（３）地域の循環圏の構築

推進

竹バイオマス利活用

量（炭素換算）

１）地域での資源循環の

取り組み推進

大学などと連携し、 農漁業由来のバイオマス資源の循

環活用・地産地消を推進するなど、 地域での資源循環

の取り組みを推進する。

【農林振興課】

淡路県民局と連携した竹資源供給体制整備事業の実施。
ＨＰにて公募。 一１団体が実施

２）バイ オマス活用推進

計画の推進

「淡路市バイオマス活用推進計画」 に基づき、 バイオ

マスの活用を推進する。

【農林振興課】

竹チップボイラーのモニタリング、 竹資源供給体制整備事業の実施。
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基本施策 環境指標 環境施策 環境施策の内容 平成２９年度取組事例

ＨＰにて公募。 １団体が実施

３）地産地消の推進 農漁業などの地域経済の活性化、農水産物の輸送にか

かるエネルギー （フードマイレージ） の削減やバイオ

マスの活用など、 地産地消の取り組みを推進する。

【農林振興課】

６次産業化ネットワーク活動交付金事業の推進。

【水産振興課】

水産祭りを開催し、 地産地消の推進を図りました。

【商工観光課】

具－１グランプリを開催し、 具の食材として地域特産物を使うことで地産地消を推進する。
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基本施策 環境指標 環境施策 環境施策の内容 平成２９年度取組事例

（１）良好な大気環境の保全 近隣大気測定局の環

境基準達成状況

１）情報提供・啓発の推進 微小粒子状物質（ＰＭ２，５）など、新たな大気汚染の問題

が生じていることを踏まえ、 関係機関と連携すると共

に、 広報紙や市ホームページで情報提供を行うなど、

注意喚起や情報の周知に努める。

【生活環境課】

ＨＰや広報紙にて、 大気汚染の情報を掲載し、 市民等へ周知する

２）低公害車の導入推進 環境にやさしい低公害車の導入に向けた取り組みを進

める。

【管財課】

公用車に電気自動車２台、 ハイブリッド自動車１１台を導入している。

電気自動車用急速充電器を淡路市役所と淡路市北淡事務所に設置している。

３）エゴドライブの推進 環境負荷や地域の生活環境への影響を低減するため、
エゴドライブ （環境にやさしい自動車の運転） を推進

する。

【生活環境課】

ふんわりアクセル『ｅスタート』 を広く紹介し、 エゴドライブについて、 市民への周知啓発を

行う。

４）県との協力による調

査・監視・指導

県との協力による調査・監視・指導により、 大気汚染

の公害防止を図る。

【生活環境課】

県と協力して調査等を行っている。

（２）良好な水環境の保全 志 筑 川 の

　

ＢＯＤ

　

濃 度

（７５％水質値）

下水道等接続率

１）情報提供・啓発の推進 関係機関と連携して、 志筑川など、 市内河川の水質の

状況を周知すると共に、 下水道への接続又は合併浄化

槽への転換などの呼び掛けを行う。

【下水道課】

下水道の日 （９月１０日）・浄化槽の日 （１０月１日） にあわせて、ＨＰや広報にて、 下水道への

接続及び必要性、並びに合併浄化槽への転換を周知する。

２）計画的な下水道整備 公共下水道整備基本計画の見直しを見据え、効果の上

がる計画的な整備を進めていく。

【下水道課】

下水道施設の統合を見据えた、 下水道認可計画の変更を申請し、ＨＰにて周知する。

３）整備区域における普

及率向上

下水道早期加入者への使用料等負担軽減措置など、 下

水道への早期接続を促進し、 普及率向上を図る。

【下水道課】

新たに供用開始となった世帯について、下水道への接続、排水設備設置促進奨励金、受益者負

担金等一括納付報奨金及び早期接続者への使用料減免措置を含め文書で周知する。

４）合併浄化槽の普及促

進

下水道未整備区域においては合併浄化槽の普及を促進

し、 生活排水処理の向上に努める。

【下水道課】

浄化槽設置整備事業補助金の交付 （浄化槽の設置並びに既存便槽の撤去費） について、ＨＰや

広報にて周知する

５）県との協力による調

査・監視・指導

県との協力による調査・監視・指導により、 水質汚濁

の防止を図る。

【下水道課】

県の関連部署と連携し、 良好な水環境の保全に努めている。

（３）騒音・振動・悪臭の防

止

公害苦情発生件数 １）快適な住環境の創出 市全体の都市計画区域の見直しを行い、 自然と調和し

た秩序ある住環境の整備を図る。 また、住宅密集地区

においで快適な住環境の創出に努める。

【都市計画課】

特になし

２）道路の計画的な改良

整備

道路管理者と連携し、生活道路の安全性と利便性を高

めるため、 地域住民の理解と協力を得ながら、 計画的

な改良整備に努める。

【建設課】

道路構造令に基づき、 地域性を考慮し、安全に人や車両が通行できる道路改良計画を実施

３）県との協力による調

査・監視・指導

県との協力による調査・監視・指導により、 騒音・振

動・悪臭の公害防止を図る。

【生活環境課】

法律、条例による各種届出の審査、受付を行い、公害発生の原因となるような事業者への指導

を行った。また、道路騒音環境保全のため、自動車騒音常時監視及び面的評価業務を実施した。

（４）近隣公害の防止と快適

な住環境の形成

公害苦情発生件数 １）環境マナーの周知・啓

発

ごみのポイ捨てや大・猫の糞、 近隣騒音など、 環境マ

ナーに起因する問題について、 広報紙や市ホームペー

【生活環境課】

広報紙により、犬猫の糞処理マナーに関する啓発を随時行っている。 また、要望があった町内
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基本施策 環境指標 環境施策 環境施策の内容 平成２９年度取組事例

ジ、看板などで環境マナ←の徹底を呼び掛けると共に、

マナー向上の啓発に取り組む。

会に対し、 啓発看板の提供を行った。

（４）近隣公害の防止と快適

な住環境の形成

公害苦情発生件数 ２）清掃活動の取り組み

の推進

市民の自主的な組織活動により、保健衛生及び公衆衛

生の向上を促進し、全島一斉清掃などの地区衛生事業

活動を推進する。

【生活環境課】

７月と１１月に全島一斉清掃の日があり、淡路市では、７月に重点を置き、 全島一斉清掃用のご

み袋を配布。１１月については、 清掃団体等へボランティア清掃用のゴミ袋を配布している。

３）ごみ持ち帰り行動の

推進

　

・

観光地や公園などにおいてごみを捨てずに持ち帰るよ

う、 ごみ持ち帰り行動の呼び掛け、 啓発を推進する。

【生活環境課】

特に釣り客によるごみ捨てが多く、 町内会長からの要望により、 看板などの設置を行った。

【都市総務課】

公園については基本的にゴミ箱を設置しておらず、 持ち帰りをお願いしている。

【子育て応援課】【学校教育課】

校外学習の事前指導において、お弁当の入れ物等のごみは持ち帰り家庭で処分をするよう指導

している。

４）老朽空き家対策の推

進

関係機関と連携し、空き家情報の収集・提供体制の強

化・充実を図るなど、 老朽空き家対策を推進する。

【まちづくり政策課】

「空き家バンク制度」の周知と登録件数の増加を図るため、空き家活用の相談会を月１回、出

前開催を予定している。

【都市計画課】

空き家実態調査を実施し、 空家等対策協議会の基本方針に反映させる。
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基本施策 環境指標 環境施策 環境施策の内容

　

， 平成２９年度取組事例

（１）自然環境を活用した都

市農山漁村交流の推進

１）グ リ ー ン ツ ー リ ズ

ム・ブルーツーリズムの

推進

ファーマーズマーケット （直売） や体験型農業、 観光

農園、 農家レストラン、 漁業体験など、 多彩なグリー

ンツーリズム・ブルーツ←リズムを推進し、 都市と農

山漁村の交流活動の促進を図る。

【農林振興課】

農家レストラン特区（兵庫県） 協議、 産地直売所実態調査の実施。

２）環境観光の振興 観光関連団体と協力し、農業や漁業を中心とした体験

教育旅行の誘致やＰＲを図るなど、環境観光の振興を

推進する。

【商工観光課】

『淡路なりわい体験ツーリズム』 の推進。
パンフ レット作成。

（２）歴史・文化資源の保全

と活用

市の歴史文化を活用

した事業件数

１）文化財の適切な保

全・管理

文化財調査に基づき指定・登録などの保護措置を行い、
文化財の保全に努める。 また、 文化財の保護・保存状

況を調査する。

【社会教育課】

文化財保護審議会における指定文化財の指定や保存、 活用等の諸課題の検討を行っている。

また、 社会教育課の業務として、 文化財の保存・活用等を行っている。

２）歴史・文化遺産の保

護・活用の検討

歴史・文化遺産の現状把握と保護の取り組みを進め、
活用に向けた検討を進める。

【社会教育課】

兵庫県の祭り・行事調査の実施や文化財悉皆調査から現状把握を進め、市指定文化財について

は補助要綱を定め、保護等を進めている。歴史民俗資料館において企画展を実施し、普及啓発

に努めている。

３）歴史・文化遺産巡回コ

ースの設定

各地域に存在する歴史・文化遺産を分野ごとに評価し、
テーマ性を持たせた巡回コースなどの設定に取り組

む。

【社会教育課】

各地域の文化財を取り上げた、歴史ウオークを企画し、テーマ性を持たせた巡回コースを設定

している。

（３）環境資源を活用した良

好な景観の保全・形成

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

１）情報提供・啓発の推進 地域の景観資源について情報を提供すると共に、住宅

様式や街並など、 地域の景観への配慮や清掃美化につ

いて意識啓発を図る。

【都市計画課】

平成２９年１０月に淡路地域広域景観形成協議会が設置された。今後、淡路地域における広域景

観形成を図るべき範囲・行為の制限に関する事項等について協議する。

２）快適な歩行空間の確

保

道路管理者などと連携し、まちの景観形成や快適な歩

行空間を確保するための取り組みを推進する。

【建設課】

各法令に基づき取り組んでいる。

３）海岸景観の維持 淡路市の特色である海沿いの景観を維持するため、 関

係機関との連携に努める。

【建設課】

管理者である県から、 海岸環境整備事業および漂着物対策事業を受託して実施している。

（４）持続可能な社会構築

に向けた産業の振興

竹バイオマス利活用

量（炭素換算）

１）あわじ環境未来島構

想を踏まえた産業の振

興

あわじ環境未来島構想を踏まえた企業の誘致や産業の

振興を目指し、 奨励制度などの優遇措置の適切な充実

を図る。

【まちづくり政策課】

平成２９年度に企業誘致支援のため地域未来投資促進法に基づく基本計画を策定。

あわじ環境未来島構想を推進する、環境グリーンエネルギー分野、農林水産分野などの産業へ

支援充実を図る。

２）環境保全型農業の推

進

「兵庫県環境創造型農業推進計画」 などを踏まえ、 環

境にやさしい農業を推進する。

【農林振興課】

化学肥料・農薬の５割低減に取り組んだ農業者に対し、環境保全型農業直接支払交付金を交付

し、環境保全効果の高い営農活動を推進。
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基本施策 環境指標 環境施策 環境施策の内容 平成２９年度取組事例

（１）市民参画の促進 全島一斉清掃参加者

数

河川・道路愛護活動の

参加町内会等数

１）公聴機能の充実 広報紙やホ←ムページなど、多様な情報媒体を活用し、
広報活動の推進を図る。 また、 行政と市民が一体とな

って環境保全を進めるため、 市民の意見が市政運営に

反映されるよう、 公聴機能の充実を図り、 行政に対し

て意見が提案しやすい環境づくりに努める。

【生活環境課１

環境審議会やごみ減量化等推進協議会を開催している。

２）公募市民による市民

参画の推進

環境に関する審議会などを設置する場合は公募による

市民の参画を進める。

【生活環境課】

環境審議会の委員選定にて実施している。

３）地 域リ ー ダーの発

掘・育成

まちづくり活動の活発化や交流の促進を図るため、 活

動の中心となる地域リーダーの発掘・育成に努める。

【生活環境課】

淡路市保健推進協議会の会長、副会長、監事には年に１度淡路地域での指導者研修会への参加

の呼びかけをしている。

４）県などと連携した環

境学習・教育の基盤づく

り

県や関係機関などと連携し、 地域の特色を活かした活

動の充実など、 環境学習・教育の基盤づくりを推進す

る。

【学校教育課】

市内各小学校にて、 県交付金等を利用し環境体験事業を実施。
事例：地域の干潟の生き物観察、海を豊かにする活動、里山の植物、野鳥観察、川の生物調べ、

田植えや稲刈り、 栽培体験、ＥＭ団子作り、 竹細工作り、 緑化活動等

（２）環境保全団体などの活

動支援

ボランティア清掃参

加者数

１）ＮＰＯ 法人やボランテ

ィア団体との連携

市民との協働で環境保全活動が展開されるよう、ＮＰＯ

法人やボランティア団体などとの連携を図り、 相互理

解が深まるよう支援する。

【市民総務課】

現在のところ、清掃活動されているＮＰＯ法人は把握しておらず、相談も受けたことがない。 し

かし、 今後、 相談があれば連携していく。

【生活環境課】

公共でのボランティア清掃の依頼があれば、管理を行う担当課を通じ、ごみ袋を提供している。

２）活動情報の情報発信 ＮＰＯ 法人、 ボランティア団体などの活動情報を、 必要

とする市民べ情報提供する仕組みづくりを進める。

【市民総務課】

Ｎｐｏ法人の活動内容については、 情報を必要とする市民への情報提供を行っている。

（３）情報提供．・共有の推進 環境に関する情報提

供

１）情報提供による市民

参画の促進

淡路市の環境施策の情報や環境情報の提供により、 市

民との環境情報の共有を図り、 市民参画を促進する。

【生活環境課】

全島一斉清掃を実施している。

１０／１０



報告資料４

　

【ボランティア団体一覧表】

２． ＮＰＯ法人

Ｎｏ． 法人名 所在地 代表者名 定款に記載された目的

１１ 園芸療法と歩む会 野島常盤 岡野格

園芸療法を実践している人や興味・関心のある人、医療や介護や福祉に従事している専門職や事業運営者、行

政に対して、園芸療法の普及啓発、実践、研修、情報発信に関する事業を行い、地域交流の活性化、高齢者の

健康維持や認知症予防、青少年や壮年期のメンタルケア、高齢者の生きがいづくり、障害児・者の作業体験や

就労支援、幼少期の情操教育などに寄与すること

２ 全国防災推進機構 大谷 浅井勝司
地域及び地域住民に対して、防災・減りを対策等についての調査・啓発あるいは支援・救援に関する事業を行う

とともに、地域防災力の向上を推進する事業を行い、地域住民とともにその地域の防災力を高め、地域防災の

強化及び安全安心の市民社会の創出に寄与すること

３
淡路島活性化推進
委員会

仮屋 南岳克史
淡路島の生産者（農業・漁業・畜産業）、加工業者に対して、産直流通支援・人材支援・産業姉妹都市交流支

援・観光支援に関する事業を行い、淡路島全体の地域活性化及び産業の発展に寄与すること

４ おれんじ 生穂 日浦 政男
生活上の様々 な支援を必要とする高齢者・障がい者など、誰もがその人らしく、いつまでも住み慣れた地域で

暮らしていけるよう、お互いが繋がり・支えあえる地域づくり・人作り・まちづくりに寄与すること

５
ここからつながる

スポーツ地球家族
久留麻 内藤潤

子どもからシニアまでの人たちに対して、体育・徳育・食育研究やスポーツ教育など健全なこころとからだづ

くりに関する事業を行い、健全な人間育成、健全な家庭建設、明るい社会づくりに寄与すること

６ さわやか淡路 岩屋 塚本義晴
淡路町及び近隣市町地域の住民に対して、介護研修、訪問介護、訪問看護デイサービス、講師派遣、居宅介護

支援等の事業を行い、健康で安心して暮らしていくことができる、豊かで住みよい地域社会づくりの推進に寄

与すること

７ ぶったぁ福祉会 岩屋 中谷勇一
障害者に対して地域社会の中で自分らしい生活をしていくことを支援するため、自立生活支援など障害者の自

立と社会参加促進に関する事業を行い、障害者福祉および地域福祉の増進に寄与すること

８
アルファ グリーン

ネット
野島常盤 坂田 澄子

住民主体の「花と緑のまちづくり活動」を立ち上げ、活性化していくことにより、人と自然が共生し、あたた

かなコミュニティが息づくまちづくり・地域づくりの推進に貢献すること

９ ミライの学び舎 志筑 笹山 かおり

年齢性別、地域、図ことらわれず、世界中の子どもから大人まで、すべての人に対して、これからの未来にと

って本当に必要で残していくべきことを、五感を使い学べるという新しいかたちの教育に関する事業を行い、

古来よりの知恵、日本の素晴らしさを知り、現代に生かし、伝えていくことに寄与すること

１０ 健康笑い塾 岩屋 中井宏次
健康やコミュニケーションにおける笑い（ユーモア）の効果に関する普及啓発・調査研究事業等を行うことで、

人々 が日々 の生活を楽しみ、人生を面白く生きる健康長寿社会の発展に寄与すること

１１ 淡路倶楽部 大谷 山本利章
一般市民に対してラグビーの普及を図り、各種研究会や講習会等のラグビースクールを開催し、スポーツを通

じて地域社会との交流に寄与すること

１２
淡路市国際交流協
会

野島墓浦 石井 健二朗
淡路市を中心とした地域及び住民に対して、ボランテイア精神を基盤として国際交流と国際協力に関する事業

を行い、多文化相互理解の推進と地域の国際化を図り、もって地域社会の安定と繁栄に寄与すること

１３
淡路大磯アート山
を創る会

楠本 大石 可久也
広くアートに憧れ、アートを楽しむ人々 に対して、美術鑑賞と創作活動の場を提供し、それらを通じてアート

を中心とする交流の輪を広げる事業を行い、生きている感動と歓びを与えること

１４
淡路島シャローム

の会
久留麻 岡田 光正

高齢者とくに、支援を必要とする要介護状態や認知症の高齢者に対して、住民参加とその跡ナ合い精神のもと

に、地域に密着した高齢者の「住まい」と生活支援及び介護サービスの提供、高齢者福祉に関する相談・助言

や研修、調査研究等の事業を行い、高齢者が安心して暮らせる地域．社会づくりに貢献すること

１５

淡路島ファミリー

サポートセンター

まあろく
志筑新島 関美恵子

高齢・疾病・心身障害者や保育・子育て等の理由で、快適な日常・普段の生活、自分らしい・自分が望む生活

を続けるのに支障のある方々 に、その望みが叶えられるようお手伝い・サポートする事業を行い、健康や福祉

の増進並びに保育・子育てを支援すると共に、広く一般に対して、介護及び保育や子育てに関する啓発を行い

社会教育の推進に貢献すること

１６
淡路島環境整備機
構

竹谷 伊藤秀樹
淡路島の放置竹林による農作物への浸食被害や災害防止のための整備事業を行うことにより、淡路島の自然環

境の保護及び地域の活性化を図り、島民にとって豊かで住みよい環境づくりの推進に寄与すること

１７
淡路島未来教育支
援会

木曽下 中野裕次
子ども及びそれに関わる個人、法人、その他団体に対して、耕作放棄地及び周辺森林を活用した事業を持続的

かつ発展的に行い、豊かな社会づくりに貢献できる人材育成や農業及び林業の再生に寄与すること

１８ 島くらし淡路 佐野 松田 恭直
定住希望者、第一次産業従事希望者及びその他の一般住民に対して、淡路島の広報、観光案内、居住物件等の

案内及び就業支援事業を行い、淡路島内の居住人口増加に貢献することで、地域社会の活性化に寄与すること

１９
兵庫ふるさと創成
センター

佐野 藤岡 淳二

農山村や漁村の整備の促進と都市部の就農希望者や農山村・漁村への定住希望者に対して、情報の提供や必要

な支援に関する諸事業を行い、健全な地域社会の振興と発展を図るとともに、豊かで住みやすい農山村や漁村

の創造に寄与すること

２０
北淡路高原ファー
ムビレツジ

楠本 森本隆重
一般市民に対し農業こ関する支援、教育等文化活動を行い、農業に対する理解を深めて農業を中心とする地域

産業を育成し、年齢・地域を超えた交流を図り、明るく活力のある社会の形成に寄与すること

１． 社会福祉協議会関係 （県民ボランタリー登録団体）

Ｎｏ． 地域名 団体名 代表者名 活動場所

１↓

津名地域

バーベナあわじ 志筑支部 上田 治子 集景緑地

２ バーベナあわじ 大町支部 武中 信子 志筑花壇

３ バ ベナあわじ 津名支部 小寺 健 津名花壇

４ バーベナあわじ 生穂支部 川原 美和子 生穂花壇

５
バーベナあわじ

　　　

ボールパーク大町支部
上田 寛彦 生－花壇

６
グループきずな

　　　　　　　

（清掃作業）
道満 寿美了 トイレ等清掃

７ 岩屋地域 咲かそう会 原口

　

加代子 岩屋地域内花壇

８ 北淡地域 バーベナあわじ 北淡支部 原田

　

幸子 平林花壇

９

一宮地域

井手里山を守る会 川上 暗久 里山維持管理、 竹林伐採、 草刈り

１０ 高山町内会 ト田

　

康行 里山維持管理、 草刈

１１ サンセット一宮 高田 実千代 尾崎花壇

※このほか、町内会や事業者等の各種団体において、道路や海岸等のボランティア清掃が随時行われている。


