様式２（第４関係）
パブリック・コメント制度に基づく意見等募集に係る実施結果票
パブリック・コメントの実施状況
案 件 名

第２次島田市環境基本計画（後期基本計画）及び島田市地球温暖化対策
実行計画（区域施策編）
趣旨：第２次島田市環境基本計画は、平成25年度から10年間の計画とな
っており、５年が経過し、社会経済及び環境の状況の変化や計画
の進捗状況並びに他の計画などとの整合性を図るため、市役所各

案件概要

課の取組内容や目標値の見直しを行う。
論点：市役所各課の取組内容や目標値及び、新たに第４章として追加さ
れた「島田市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」における市
の取組について広く意見・情報を求める。

募集期間

平成30年12月20日（木）から平成31年１月18日（金）

担 当 課

地域生活部 環境課 環境係

パブリック・コメントの結果
提出状況

反映状況

１

意見提出者数

１人

２

提出された意見数

12件

１

反映した意見

４件

２

既に盛り込み済みの意見

３件

３

今後の検討課題とする意見

１件

４

反映できない意見

３件

５

その他

１件

項目

No.

意見の概要
P４

市の考え方
御指摘の通り、修正します。

反映結果
反映した
意見

パリ協定の採択・発効と「地球
温暖化対策計画」の７行目のパ
１

リ協定は･･･と、８行目のパリ協
定 で 掲 げ た ･･･ の 文 章 は 時 点 が
逆転して分かりづらい。時点を
早い方を先にして文章の整合性
を取った方が良い。

P６～７

計画策定の経緯につきましては、 既に盛り

島田市における動向の中に、第 資料編（P98）で別途記載します。 込み済の
意見
１次環境基本計画の策定～第２
次環境基本計画の策定までいろ
いろと記述されていますが、市
２

民や市民グループの参加の記述
が全くありません。計画策定に
当たっては、「環境百人会議」や
「環境市民会議」等、市民が相
当参画し努力していますのでそ
の辺りの記述を入れるべきと思
います。
P10

市民及び事業者の皆さまの取り組 反映でき

計画の推進主体と責務のイメー みを市が支える構図を意図して、 ない意見
ジ図は、市民主導が感じられま このような配置としています。
せん。上に市民の○、下に市と また、「市が実施する･･･」の文章
事業者の○が２つ並ぶ絵の方が は、島田市環境基本条例 に準拠し
良いと思う。
３

た記述であるため、原案のとお り

また、市民の○の中に書かれた とさせていただきます。
「市が実施する･･･」の文章は、
市主導を強く感じさせます。市
民・市民グループが自ら企画実
施している活動もいっぱいあり
ます。
P８他

市民・事業者・市の記述とします。 反映した
意見

頁によって、市・市民・事業者
と書いたり 、市民・事業者・市
４

と書いたり順序を使い分けてい
るようですが、その理由は？表
現は後者に統一した方が良い。
P１８・P６６
主な取組みの成果が記述されて

５

いますが、市民グループが自ら
市民を集めて実施した活動（市
民塾開催・耕作放棄地を活用し

前期計画の評価

反映した

P１７取組の方向５－３「環境保全 意見
活動を活発にする」に 追記いたし
ました。

た市民農園の運営など）の紹介
が全くない。環境報告書で報告
していますので紹介すべきでは
ないか。市の活動ばかりではあ
りません。
P２６～

市民の取組については、第２次計 反映でき
画策定時に市民会議 の中で協議さ ない意見

一番手に市の取組み、二番に 市 れ決定した内容となります。
民、三番手に事業者の取組みが 今回の見直しでの変更は行いませ
並ぶ配列は、第１次計画と変わ ん。
らず市主導を感じます。
市民の取組みは、せめて数項目
で良いので、「努めます」「参加
６

します」など消極的、受動的で
はなく、自主・自立を感じさせ
る具体的目標になりませんか。
例えば「雑紙はもう燃えるごみ
袋に入れません」とか「プラス
チックごみは絶対に道や川に捨
てません」とか「１年に最低１
回は環境活動に参加します」な
どなど。
P７６

御指摘の通り、修正します。

反映した
意見

第１章４頁で、
「パリ協定の採択
と発効「地球温暖化対策計画」
でパリ協定の批准に至る経緯を
記述していますが、１５年１２
７

月パリ協定採択、１６年５月に
日本が地球温暖化対策実行計画
を閣議決定、同年１１月４日パ
リ協定発効、１１月８日に日本
がパリ協定を批准の順を、第４
章７６頁でも同期化しておいた
方が良い。

８

P７６

再生可能エネルギーについては、 既に盛り
５６～５７頁に取り組みの記載が 込み済の

「エネルギー基本計画」を閣議 ありますが、市でも再生可能エネ 意見
決定はその通りですが 、再エネ ル ギ ー の 導 入 を 推 進 し て い き ま
２２～２４％は現状の再エネは す。
大規模水力発電８％を含めて未
だ１５％位、計画の達成は至難
の業です。石炭火力に頼る日本
への風当たりは極めて強く、再
エネ創出は国家的重要課題です
が、自然エネルギーを持てる地
域がもっと頑張らないと達成は
至難で、島田市は持てる地域（小
水力・太陽光）であります。
８４頁～

８４頁以降は「適応策」について 既に盛り
の取り組みとなっています。再生 込み済の

８４頁以下、島田市の取組みが 可能エネルギーについては、５６ 意見
記述されていますが、再エネ創 頁～５７頁に取り組みの記載があ
出に関する取組みが大変弱いと り、小水力発電の取り組みも掲げ
思います。８７頁～ の市の施策 ています。
９

の中にも見当たりません。島田
市では、市・市民グループ・事
業者が協働して製作した「小水
力発電ガイドブック」も完成し
ている現在、最適用水路もいっ
ぱいあり、市・市民グループ・
事業者の共同体を作りトライす
る取組みを追加してほしい。
９３頁～

事業の実施にあたり検討させてい 今後の検
ただきます。

第５章計画の推進

計画の進行

管理の中で、ＰＤＣＡの全ての
時点で市民・市民グループの参
10

画が絵になっていますが、現実
市民参加の機会は、今回もパブ
リックコメントの要請と年１回
の環境活動報告会のみで、とて
も市民参加とは言えません。

討課題と
する意見

P９４～

環境保全活動登録制度で登録され 反映でき
ている活動内容（エコ活動）は、 ない意見

環境保全活動を促進するための 市民団体・事業者様 からの申請 に
制度で、市民グループ向けの、 より実施されている活動となりま
しまだエコ活動が記述されてい す。
ますが、年に１～２件でよいの また、市民団体は第３章 に規定す

11

で、市と市民グループが協働で る市民の取り組みをはじめ、市民
行う事業を提案できませんか。 による環境保全活動を主導する立
例えば「雑紙の更なる分別」「キ 場として位置づけられていますの
エーロの普及拡大対策」
「小水力 で、市はその活動に対する支援を
発電の創出」など。もしこうし 行って行きます。
た、市との協働事業が計画・実

【島田市環境保全活動登録制度実施要領】

施されて達成できれば市民グル
ープのやりがいや達成感は倍増
し、人材も着実に育って来ると
確信します。
総合的意見

貴重な御意見として今後の環境行 その他
政の参考とさせていただきます。

多くの地方都市が抱える人口減少問題
が島田市でも現実化し、将来税収の減
収によって行政サービスの削減が予想
されます。
平成２５年にスタートした現市政は、
そうした予測を前提に、所信表明で４
つの基本姿勢を打ち出しました。
その最も中核を成す、市民が主役＝市

12

民参加のまちづくりの実現のために、
「市民の自主・自立」とそのための人
材づくりの重要性を、あらゆる場面で
訴えている姿を私たち市民は見聞きし
て来ました。
市政は、条例や総合計画、各種基本
計画に基づいて動いて行くものであ
り、その策定や見直しの時点で、前記
のような方針や考え方を反映しておく
必要があります。
以上のような観点から申し述べる
と、平成１５年に発令された「第一次

環境基本計画」は、事前準備会や環境
百人会議を構成して、２年という長い
検討期間を経て策定しただけに、
「市が
主導する市民参加から主体的な市民参
加へ」や、
「市民の自主・自立」の市民
の思いが如実に表現されており、実に
優れた市民本位の計画でした。
平成２５年に発令された第二次計画
は、
「市民主導」とか「市民の自主・自
立」とかの観点からは、第一次計画と
比べて大きく後退しています。
今回は、第二次計画の中間見直しで
あり、多くの改定を要求 するのは無理
があると理解はしますが、４年先まで
の計画であり、できる限りの「市民の
自主自立」を促す取組みの追加をお願
い致します。

