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参考資料１ 第１８回南丹市環境審議会 主な意見と対応状況

◎：反映 〇：今後反映 △：一部対応 ‐：反映済

主な意見 ※数字横の★は審議会後に委員から頂いた意見 対応

状況

反映状況

No ﾍﾟｰｼﾞ 意見概要 ﾍﾟｰｼﾞ 備考

1 ７ ＜基本理念について＞

・「資源を活かす」「自然と共生する」について、最新

の社会情勢や環境を反映した文章にしてはどう

か。

△ ‐

・基本理念は本計画の最も上位に位置するものであり、目指す方

向性は変わらないことから現状のままとする。

・最新の社会情勢や環境については第３章の現状と課題や第４章

で示すこととする。

2 10～

44

＜主体別の具体的な取組について＞

・上位計画や関連計画の施策の分類や内容整合が

図れているか確認が必要。

〇 ‐

・今後、素案の内容について関係各課に照会を行い、整合が図れ

ているか検討いただく予定。

3 11 ＜基本方針について＞

・分かりやすさを重視するなら「森・里・川の保全・

活用」→「自然環境の保全・活用」にしてはどうか。

◎ 11

・「森・里・川の保全・活用」→「自然環境の保全・活用」に修正した。

4 11 ＜基本方針・環境保全施策について＞

・資源循環の中に「森・里・川・人のつながりづくりの

推進」があるのが違和感。別の基本目標（地域環

境資源）に統合してはどうか。

◎
２３～

２５

・基本方針「森・里・川・人のつながりづくりの推進」を削除。

・上記基本方針に位置づけていた取組を以下に移動。

▼府や…流域全体の保全→（p23）「１ 自然環境の保全・活用」

の「３ 河川・ダム湖の保全・活用」の中に統合。

▼府や…国定公園を始めとする自然の保全→（p23）「１ 自然

環境の保全・活用」の「１ 森林の保全・活用」の中に統合。

▼生態系ピラミッド…→（p24）「２ 生物多様性の保全」の「１

貴重な動植物の保全」の中に統合。

▼市民や事業者に対して地元産物…→（p25）「４ 地域資源を

活用したまちづくりの推進」の中に統合。

5 19 ＜環境保全施策１ 下から２つめのポツ＞

・前段に目的（～に向けて、～のため）を追加しては

どうか。

◎ 19

・「公共下水道・集落排水への接続について、市民や事業者に呼び

かけます」→「水環境の保全に向けて、市民や事業者に公共下水

道や集落排水、浄化槽への接続を呼びかけます」に修正した。

参考資料１
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主な意見 ※数字横の★は審議会後に委員から頂いた意見 対応

状況

反映状況

No ﾍﾟｰｼﾞ 意見概要 ﾍﾟｰｼﾞ 備考

6 19 ＜環境保全施策１ 下から２つめのポツ＞

・下水や排水だけでなく、浄化槽に関する文言を追

加してはどうか。

◎ 19

・「公共下水道・集落排水への接続について、市民や事業者に呼び

かけます」→「水環境の保全に向けて、市民や事業者に公共下

水道や集落排水、浄化槽への接続を呼びかけます」に修正した。

7 20 ＜基本方針２ 貢献するSDGｓ＞

・ごみ問題は海の保全にもつながるため、SDGｓ

「14」を追加してはどうか。

◎
18～

21

・基本目標４ 資源循環に SDGｓ「14」を追加。

8 21 ＜市民の具体的な取組 下から４つめのポツ＞

・「適量を使用しましょう」→「使用方法を守りましょ

う」にしてはどうか。

◎ 21

・「農薬は排水への影響を考慮して適量を使用しましょう。また、環

境に配慮した農業の実践を検討しましょう」→「農薬の使用方法

を守りましょう」に修正した。

9 21 ＜市民の具体的な取組 下から４つめのポツ＞

・環境に配慮した農業がどのようなものか文章に例

を追加してはどうか（汚濁水の流出防止、農薬・化

学肥料の減量など）

◎ 21

・「農薬は排水への影響を考慮して適量を使用しましょう。また、環

境に配慮した農業の実践を検討しましょう」→「農薬・化学肥料

の使用量削減や汚濁水の流出防止など、環境に配慮した農業を

実践しましょう」に修正した。

10 21 ＜市民の具体的な取組 下から４つめのポツ＞

・農薬の使用は生態系への影響など地域環境資源

にも関連するのではないか。

‐ 23

・素案 23ページの「農地の保全・活用」に記載済。

11 21★ ＜事業者の具体的な取組 上から４つめのポツ＞

・「不法投棄は行いません」→「不法投棄はやめまし

ょう」にしてはどうか。

◎ 21

・「廃棄物は適正に分別・処分し、不法投棄は行いません」→「廃棄

物は適正に分別・処分し、不法投棄はやめましょう」に修正した。

12 24★ ＜環境保全施策２について＞

・捕獲した有害鳥獣の活用について、どのような活

用を想定しているか。

◎ 24

・食用や資源として加工・販売することが分かるよう文言を追加。

・「捕獲した有害鳥獣の活用を進めます」→「捕獲した有害鳥獣に

ついて、食用や資源として加工・販売するなど活用を進めます」

13 30

＜環境保全施策１について＞

・最近ごみの分別方法が変わり、何をどこに分別し

てよいか分からない市民もいる。分別方法につい

て周知する施策を追加してはどうか。

〇

・今後、分別に関連するトピックを追加検討中。

◎：反映 〇：今後反映 △：一部対応 ‐：反映済
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主な意見 ※数字横の★は審議会後に委員から頂いた意見 対応

状況

反映状況

No ﾍﾟｰｼﾞ 意見概要 ﾍﾟｰｼﾞ 備考

14 30★ ＜環境保全施策１について＞

・環境負荷が小さい製品とは具体的に何か例示で

きないか。

◎ 29 ・「環境負荷が小さい製品やサービスを選択するグリーン購入の普

及に努めます」→「エコマークや環境ラベルのついた環境負荷が

小さい製品やサービスを選択するグリーン購入の普及に努めま

す」に修正した。

15 30★ ＜環境保全施策１について＞

・家庭ごみの資源化に向けてリサイクルを推進しま

す。を追加してはどうか。

△ 29 ・類似している施策に文言を追加。

・「集団資源回収の支援を進めるとともに、市民意識の啓発や各種

リサイクル法などの周知に努めます」→「家庭ごみの資源化に向

けて、集団資源回収の支援を進めるとともに、市民意識の啓発や

各種リサイクル法などの周知に努めます」に修正した。

16 31 ＜環境保全施策３について＞

・どうしてプラごみなどの分別が必要なのか理解し

ていない市民も多い。雑がみやプラごみについ

て、どういう過程でリサイクルされるか分かる文章

または資料があるとよい。

〇 ・今後、分別に関連するトピックを追加検討中。

17 34★ ＜算定対象について＞

・フロンガスは対象外か。

‐ ・対象外である。

18 34★ ＜算定対象について＞

・運輸部門の産業とは何を指すのか。

◎ 32 ・産業部門（農林業、鉱業、建設業、製造業）の保有する車両から

排出される温室効果ガスを指す。

・「家庭、産業、事業からの移動に関すること（自動車、鉄道）」→

「各部門の移動に関すること（バス、タクシーなどを含む自動車全

般、鉄道）」に修正した。

19 36★ ＜本市の温室効果ガスの排出特性について＞

・バス、タクシーは含まれないのか。

‐ ・バス、タクシーは自動車（貨物）に含んでいる。

20 36★ ＜本市の温室効果ガスの排出特性について＞

・ごみの域外処理は含んでいるのか。

‐ ・含んでいない。

◎：反映 〇：今後反映 △：一部対応 ‐：反映済
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主な意見 ※数字横の★は審議会後に委員から頂いた意見 対応

状況

反映状況

No ﾍﾟｰｼﾞ 意見概要 ﾍﾟｰｼﾞ 備考

21 3７ ＜削減目標について＞

・国や府と整合を図り、２０５０年までに排出量を実

質ゼロにする旨を記載してはどうか。

◎ 35 ・実質ゼロにする旨の文章を追加。

・「また、中長期的な目標としては、国や府の「2050 年までに温室

効果ガス排出量を実質ゼロにすることを目指す」宣言と整合を図

り、本市においても 2050 年までに温室効果ガス排出量を実質

ゼロにすることを目指すこととします。」

22 3７★ ・資料編を参照とは何を指すのか。 ◎ 資-10 ・資料編の１０ページを示す。（第 18 回審議会時は未作成）

23 40★ ・根拠資料 11 ページによると可燃ごみに占める廃

プラスチックの割合が影響しているとされている。

「可燃ごみからの廃プラスチックの分別を徹底し、

温室効果ガス排出量を削減する」としてはどうか。

△ ・ごみやプラスチックの分別は市民や事業者が取り組み易い環境

保全対策であり、ごみ・プラスチック問題の解決に大きな効果を

得られることから、３Rで取り扱うこととしている。

24 43★ ＜市民の具体的な取組、事業者の具体的な取組＞

・家や事務所の建て替えに関する取組に「断熱性能

の高い」を追加してはどうか。

◎ 40 ・「家の建て替え…ZEH や省エネルギー型の住宅を検討しましょ

う」→「家の建て替え…ZEH や断熱性能の高い省エネルギー型

の住宅を検討しましょう」に修正した。

・「事務所を建て替え…ZEB や省エネルギー型の建物を検討しま

しょう」→「事務所を建て替え…ZEB や断熱性能の高い省エネル

ギー型の建物を検討しましょう」に修正した。

25 43★ ＜市民の具体的な取組、事業者の具体的な取組＞

・可燃ごみからの廃プラスチックの分別の徹底を追

加してはどうか。

‐ ・分別については、素案 31 ページの「基本方針 2 ３Ｒの推進」に

関する市民の取組、事業者の取組の中で記載済。

26 43★ ＜事業者の具体的な取組 下から３つめのポツ＞

・出張だけでなく、通勤を加えてはどうか。

◎ 40 ・「出張の際は公共交通機関の利用に…」→「通勤や出張の際は公

共交通機関の利用に…」に修正。

27 ４５～

４８

・重点プロジェクトの実効性を高めるため、工程表

を追加してはどうか。

・計画に掲載が難しい場合は、実行計画を作成で

きるとよい。

△ ・計画内への記載はしないが庁内において事業計画の作成を検討

するとともに、審議会において年次報告書や進捗の報告を行う。

◎：反映 〇：今後反映 △：一部対応 ‐：反映済
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主な意見 ※数字横の★は審議会後に委員から頂いた意見 対応

状況

反映状況

No ﾍﾟｰｼﾞ 意見概要 ﾍﾟｰｼﾞ 備考

28 ４７ ＜ねらいについて＞

・「南丹市の環境を考える会議」がどういったものな

のか説明がない。説明を追加してはどうか。

◎ 45 ・説明を追加。

・「大学生、市民、事業者、学識経験者により構成され、環境保全に

つながる具体的な取組について企画・提案するとともに、情報の

共有・交換を行う会議」

29 ４９～

５８

＜地域別の取組について＞

・誰が主体となって進めるのか分かりづらい。

◎ ４７～

57

・誰が行っているか主体が分かるよう文章を修正した。

30 ４９～

５８

＜地域別の取組について＞

・「①地域を守るための取組例」と「②地域をより良

くするための市民のアイデア」の違いが分かりにく

い。

・例えば、①を既にやっている取組、②をやりたい

取組やアイデアとして整理してはどうか。

◎ ４７～

57

・「①地域を守るための取組例」→「①地域の現状と課題」（※地域

の環境や既に行われている取組などを整理）に変更した。

31 ４９～

５８

＜②地域をより良くするための市民のアイデアにつ

いて＞

・アイデアを乗せるだけでなく、次（実践）につなげる

ために市がバックアップできる仕組みがあるとよ

い。

（例えば南丹市の環境を考える会議に出席いただ

くとか、補助金などを示せるとよい）

◎ 48 ・市民や事業者がアイデアを活かした取組を進められるよう、「活

用イメージ」を追加。

32 ５７ ＜②地域をより良くするための市民のアイデア 下

から１つめのポツ＞

・「子どもの内から環境…」→「子どものうちから環

境…」

◎ 56 ・「子どもの内から環境に対して意識を持ってもらうような教育の

実践」→・「子どものうちから環境に対して意識を持ってもらうよ

うな教育の実践」に修正した。

◎：反映 〇：今後反映 △：一部対応 ‐：反映済


