
大津市環境基本計画（第３次）　パブリックコメントにおいて提出された意見及び考え方

案件 該当箇所 意見内容

1 市有施設
の老朽化
した空調
のリ
ニューア
ル

大津市役所率先実
行計画の中、基本
方針１ 市有施設の
省エネ等の取組の
うち、維持管理に
おける効率的なエ
ネルギーの利用
「ESCO 事業を活用
した LED などの省
エネ機器の積極的
な導入」

LEDなどの省エネ機器の積極的な導入において、老朽化した空調設備を調査のうえ、必
要に応じて、リニューアルをお願いします。「公的施設の省エネポテンシャル調査」
（環境省補助事業）を実施した時、空調が使用３０年を超えたものがあり、故障も多
く、維持保全費用が高くついているという声がありました。空調の更新はエネルギー
源（電気・ガス）により方式がいろいろあると思いますが、将来を見据えた効率のよ
い、脱炭素に貢献する方式を選んで対応お願いします。

当該取組の推進にあたって
は、ご意見に留意いたしま
す。

2 太陽光発
電や車の
EV化を促
進するイ
ンセン
ティブ

「脱炭素」におけ
る「市民の行動指
針」（9-6）「事業
者の行動指針」
（9-10）

市民や事業者に対する脱炭素のための「行動指針」の中に「太陽光発電設備と併せた
蓄電池の設置や電気自動車（EV）の購入と併せた V2H （Vehicle to Home）の設置を
検討します」があります。この指針が実行されることは、大津市の脱炭素にとって重
要であり、効果が期待されるところです。しかしながら、いずれも経済的負担（かな
り高額）を強いるものです。従って、この施策を実現するには、何かインセンティブ
があればと考えます。ついては、次の2点を提案します。① 国や県の補助金や税の優
遇に関する情報の提供、および市独自の補助金（買い物券なども含む）の設定　② こ
の指針を実行して、市民や事業者が自己の消費する電力を全て再生可能エネルギーで
調達できる状態に達した場合、大津市から、大津版「RE100」の認定をする。

現段階で具体的な事業の予定
はありませんが、２０５０年
カーボンニュートラルの実現
に向けたさらなる事業につき
ましてはご提案内容も参考に
しながら今後も検討いたしま
す。

3 森林管理
の強化で
自然保護
とCO２の
吸収を図
る

「生物多様性」と
「脱炭素」

日本の山が荒れているといわれます。所有者の高齢化や人手不足から手入れの行き届
かない山林が増えているようです。しかし森林の持つ機能は多面にわたり、かつ重要
です。多様な生物の棲息・景観・木材資源の供給・学習の場・防災等々ありますが、
CO２の吸収や気候変動の緩和など、環境基本計画に関係の深い機能もあります。さら
にこれからは森林管理にITの導入（スマート林業）などの技術開発や人材の育成と
いった新しい分野の発展も加わってきます。大津市の土地の２８.８％が山林というこ
とですが、民間の私有も多いので、対策が容易ではないと思いますが、森林管理を強
化して、自然環境を保護し、大津市の森林のCO２吸収量を把握（長期にわたる変動
も）して、適切な間伐・植林を行ない、２０５０年CO２実質ゼロを達成する備えを整
えていくことが必要と考えますが、いかがですか。それから「脱炭素」のところにも
SDGsアイコン15「陸の豊かさも守ろう」を貼り付けてほしいと思います。

現段階で具体的な事業の予定
はありませんが、２０５０年
カーボンニュートラルの実現
に向けたさらなる事業につき
ましてはご提案内容も参考に
しながら今後も検討いたしま
す。

廃棄物の
減量につ
いて

焼却場での発電を開始したわけですから、エネルギーを供給するという観点から、廃
棄物を減量する根拠がなくなったのではないでしょうか。むしろ、エネルギー源を確
保する事を考える必要があると思います。収集ではエネルギーを使いますが、これも
再生可能エネルギーの電気自動車に転換していくべきでしょう。そうなれば、ごみを
減量する根拠はなくなります。これから深刻な社会問題になるマイクロプラスチック
の処理を考慮すれば、しっかりプラスチックを処理する必要があると考えます。ただ
し、エネルギーを無駄にする生ごみは分別すべきだと思います。以上

廃棄物については、まず発生
抑制を行い、それでも発生す
る廃棄物について安定的に処
理を行うとともに熱エネル
ギーの回収を行います。「基
本目標３　循環」に記載のと
おり、並行して策定を行って
いる一般廃棄物処理基本計画
に基づきごみ排出量の削減に
取り組んで参りますので、ご
理解・ご協力をいただきます
ようお願いいたします。

考え方
意見

No.
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4 【問題点】大津市は、資源循環型社会の形成を目指しているが、その資源の中に「生
ごみ」が入っていない。「生ごみ」を資源として捉えることが必要。
（１）資源リサイクルとして「生ごみ」の活用を～有機農業拡大の準備
大津市では「生ごみ」を「燃やせるごみ」として収集していますが、「生ごみ」には
資源として有用な利用方法があります。最近、農業から排出する温室効果ガスの削減
が問題となっています。化学肥料や農薬の生産過程でもCO２を排出しますが、耕作に
使用した窒素肥料からは、一酸化二窒素（N2O）のようなCO２の３００倍の温室効果が
あるガスが発生しているといわれます。本年５月農林水産省が策定した「みどりの食
料システム戦略」において、2050年カーボンニュートラル実現のために、食料・農林
水産分野においても積極的に貢献することを目指し、2050年には国土の全耕作地の２
５％を有機農業に転換するという方針を発表しました。因みに2018年では0.5％ に過
ぎないので、この目標の実現は大変です。自治体としてどう対応するか。有機栽培を
広げるためには耕作地の土壌を改良することから始めることが必要です。長年にわた
り化学肥料や農薬を使用してきた耕作地を有機栽培用に転換するには、「生ごみ堆
肥」が土壌改良剤として有効な働きをしてくれます。将来、土壌改良剤が多量に必要
になると思います。そのために「生ごみ堆肥」の供給体制を早急に組み立てることが
求められます。

（２）実証実験の開始を
今から２０年前の２０００年３月に大津市が策定した「アジェンダ２１おおつ」（第1
次）には、「生ごみのリサイクルを進めます」と明記されています。翌２００１年に
大津市の環境パートナーシップ組織として設立した「おおつ環境フォーラム」では、
生ごみリサイクルプロジェクトを設け、このテーマへの取り組みを開始しました。 し
かしながら大津市においてはこの取り組みは進まなかったので、なぜ進められないの
かについて、大津市に質問したところ、ごみ焼却炉（当時）の炉内温度が高くなり過
ぎると炉を壊す恐れがあるので、水分を含む生ごみを投入することによって、炉の温
度が上がり過ぎないようにしている、という回答でした。
しかし今日は、新しい炉が設置され稼働しており、「生ごみ焼却が必要」という理由
は解消しています。第3次環境基本計画では、ごみの3割程度を占める「生ごみ」の焼
却を減らし、堆肥化して、資源循環型社会の推進と将来の有機農業拡大に対する体制
づくりに取り組んでほしいと思います。アンケート調査によれば、市民の多くが「生
ごみを堆肥化して健康に良い野菜栽培に利用する」ことに関心を持っています。この
機会に「生ごみ堆肥化の実証実験」を開始するのはいかがでしょうか。大津市全域に
一挙に実施することは現実的ではありませんが、生ごみ堆肥化は部分的・段階的に実
施して徐々に拡大していくことが可能です。生ごみ減量や有効利用に市民個人の行動
変容を促すことも大切ですが、それには限界があります。大津市の行政主導（あるい
は市民や企業と協働）の大きな仕組みづくりが求められています。生ごみの焼却を減
らしていけば、ごみ焼却に伴う焼却コストとCO2の排出量も削減できるので大津市の
2030年４６％削減に貢献できると考えます。

5 ★先の「一般廃棄物処理基本計画（案）」のパブリックコメントでもお伝えしたのだ
が、この第３次環境基本計画の基本施策もとに「一般廃棄物処理基本計画」が策定さ
るように審議されるのが順序ではないか思う。第２次とほぼ同じ内容となると予定さ
れていたために、下位計画の優先が黙認されてきたのだろうか。先に検討されるべき
環境基本計画策定のための重要課題やと１０年後のビジョンの抽出が後手に回ってし
まったためか。あるいは、第2次計画と内容がほぼ同じであっても、この状況下の大津
市では問題がないということなのだろうか。

本計画は一般廃棄物処理基本
計画と並行して策定作業を
行ってきましたので、策定経
過としては問題ないと考えて
います。

6 1. 計画策定の背景 方向性を見出すための背景の説明が、地球規模、国際レベル、国の取り組みと言及さ
れているにも関わらず、滋賀県の環境基本計画と施策と方向性や取り組みにふれられ
ていない。第2章では詳細に分かりやすく記述されている。だからこそ、ここに数行で
言及しておく必要がある。

「１．計画策定の背景」に
は、国際社会・国内の動向の
概要を記載をしています。国
の動向を踏まえた滋賀県の環
境基本計画等、環境に関する
具体的な動向の詳細ついて
は、「第２章　環境をめぐる
最近の動向」に記載していま
す。

7 ２．計画策定の目
的

審議会では資料に基本施策の実施状況一覧が提示されていた。この計画策定にあたっ
ては、当然ながら第2次計画での基本施策の実施の評価がベースにあってこその目的目
標値設定となるはずである。よって、「第２次計画の計画期間の満了を迎えることか
ら、環境に関する近年の動向を適切に反映し、 本市における今後の環境施策を総合的
かつ計画的に実施及び推進するため「大津市環境基本 計画（第 3 次）」を策定する
ものです。」の中に、「第２次基本計画の施策実施状況、達成率を正しく評価した上
で」の一行を挿入すべきである。また、本編か資料編かに、令和2年11月に提示され
た、第2次計画で設定した目標の進捗状況表を簡略化しても添付すべきである。

計画策定の目的としては記載
のとおりです。なお「大津市
環境基本計画（第２次）」の
目標の進捗状況等について
は、資料編（P資料-22～）に
記載しています。

9 ３．目指す将来の
環境像

「より良質な「人・環境」という大津市の財産を守り育てて未来に引き継ぐ」という
理念は分かるが、第2章でも触れている地球規模で地域でも喫緊の課題を解決するため
のビジョンもなく、環境人を育成が先だというイメージが湧く。大津市も皆こぞって
喫緊の環境問題に果敢に取り組むのではないのか。
「環境人の育成」で、今後10年、20年で協働で解決すべき大きな問題があることが表
現できているとは思えない。環境人の育成では、だれがだれを環境人に育てるのか。
自己啓発も含めた「共に」ではなく上から目線の表現はなじめない。
そもそも、3-1に琵琶湖の写真がのっているが、言葉としての「琵琶湖」がないが、大
津市のより良い環境のキーワードには「琵琶湖」も必要のはずと考える。
また、より持続可能性の高いまち・人づくりのために、今、自分事として解決すべき
課題をとらえてほしかった。この５つの目標では、複数の目標に重なった施策になる
ものもあるため、わかりづらい。第2次と継続の内容のものはともかくとして、大津市
らしい新しい重点的取り組みを打ち出し表現することが必要だった。環境政策として
の基本計画で下位の実行計画が促進されるはずだからである。

各環境分野の喫緊の課題を解
決するためには環境人の育成
は欠かせないと考え、目指す
将来の環境像を設定いたしま
した。

家庭系ごみの生ごみにつきま
しては、現在、本市の一部地
域で生ごみ堆肥化事業を実施
していますが、来年の３月末
に終了します。
生ごみのごみ減量の取組とし
ましては、並行して策定をし
ています一般廃棄物処理基本
計画に記載のとおり、生ごみ
の約６０％は水分であること
から、水切り袋に入った生ご
みをそのまま出すのではな
く、濡れた生ごみは乾かして
から捨てる等市民の方へ周知
するとともに、電動式の生ご
み処理機又はコンポスト容器
の購入に際し、その費用の一
部を補助する等家庭における
生ごみの資源化を促進しま
す。

５つの基本目標の
３「循環」施策 5
資源循環の推進

生ごみを
焼却せ
ず、資源
として循
環させる
ため、堆
肥化して
農作物の
栽培に活
用する。
これによ
り焼却に
伴うコス
トとCO２
排出を削
減する。
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10 ５．計画推進体制 第2次計画においても、今回の第3次計画においても、協働の中心にあって施策の取り
組みの実行の中心が環境フォーラムとなっているが、平成25年に法人格を取得し特定
ＮＰＯ法人となっている。また、フォーラムの中に、平成28年から地球温暖化対策に
関する活動のための「大津市地球温暖化防止活動推進センター」が設置されている。
大津環境フォーラムがＮＰＯとして指定をうけているのであるならば、この計画の5-1
などに環境フォーラムの名を明記することは妥当だろうか。アジェンダ２１開始当初
の環境フォーラムの位置づけのままでよいのだろうか。逆に、大津市地球温暖化防止
活動推進センターをあげない理由もわからない。競合する団体がないためとは思う
が、他のＮＰＯとおおつ環境フォーラムだけを差別化する理由をどこかに明記するべ
きではないか。
それにしても、アジェンダ２１の実行部隊としての環境フォーラムのこれまでの実績
は評価されていないが大きい。現在の大津市の環境保全活動や環境教育は、おおつ環
境フォーラムの会員たちの熱意によるもので組織がなしたものではないはず。この組
織の中では、高齢化がすすみ参加人数の減少が進んでいる中で、この計画のようにこ
れからの10年間が、これまでの同様の活性化した活動が持続できると保証できるの
か。行政主導であっても環境フォーラムの組織としての問題も、多くのＮＰＯと同じ
悩みの中にあると思われる。他のＮＰＯや若い活動者・学生の育成の計画などはいら
ないのだろうか。
10年間の持続をどうやって担保するのかに疑問をもっている。

おおつ環境フォーラムの設立
経過ついてはP5-2に記載のと
おり、環境問題への取り組み
をパートナーシップにより推
進するための組織として設立
したものです。今後もおおつ
環境フォーラムをはじめとす
る市民団体とのパートナー
シップにより各分野における
施策や事業の推進を図りま
す。

11 ６．協働について 1-5で示されているとおり主体を結ぶことは重要で、SDGｓの17番目の目標「パート
ナーシップで目標を達成しよう」に示されているように１６の目標を達成するために
最重要だと分かる。だから、協働を基本計画の中で最も重要な位置ということも納得
できるが、「協働」はさまざまな施策を達成するための手立てや手段といえる。「協
働」の達成を優先にする場合、これが達成できなければ何もしないことになるが、施
策の内容も適切にあたっているのかと納得できない。追加施策として　「市民・事業
者・行政の連携体制づくりの推進」を入れたらどうか。地域課題を解決するためにあ
らゆる立場の人が参加できる意見交換の場づくり。たとえば、ごみモニタリング委員
会、プラごみ削減協議会、環境自治会などの設置を提案したい。
また、環境教育・社会教育面では、アンケートで環境に関心がないと答えた５０％の
大人へのSNSのツールや広報による啓発の機会をもっと増やす必要がある。ポイ捨てご
みや川ごみの多い現状を考えると、環境人の育成の評価は難しいと思う。環境関連の
イベントは自然体験が中心となるために幼児・年少者中心、少数のリピーターに偏り
がちになっているため、参加者累計の数字だけで評価できるのかどうか。現実と照ら
し合わせた施策を打ち出してほしい。

ご意見にある追加施策の趣旨
を踏まえた関連事業としまし
ては、おおつ環境フォーラム
推進事業が該当すると考えま
す。
各種啓発にあたっては、ご意
見に留意して実施いたしま
す。

12 ７． 循環 ごみ減量は重要課題である。しかし、ごみ組成の変化、プラスチック製品の多様化と
軽量化、さらなるプラ製品の一括分別がすすむと数値上の結果と実際との違いが生じ
るかもしれない。目標値の設定は難しいと考える。だが、大津市としては、プラス
チックごみ削減に特化した取り組みを本計画の中に表現してほしい。マテリアルリサ
イクルに有利なものの回収ルートをどう支えるか、逆にマテリアルリサイクルには有
効ではない容器包装プラや製品プラの場合、正しい分別と収集とはの議論もしっかり
深めて、大津市から新しい流れをつくるための基本施策であってほしい。
新しい2か所の発電設備付き焼却施設をどう有効利用できるか、容器包装プラスチック
類も含めた熱回収からカーボンニュートラルを実現するために何ができるかを、県や
SPC、市民ともに協働でこれからのエネルギー対策として考えなければならない。
だから、この基本計画には、プラスチック問題解決のための体制づくりとごみ発電に
よる再生可能エネルギー対策が力強く打ち出され、大津市だからできること、今取り
組まなければならないことが明記されるべきだった。この2つが重点的にこれから10年
間の大津市環境基本計画の柱となるべき目玉となる施策だと思う。

ご意見として承ります。

13 ８．健全 施策「生活環境の保全」の活動指標だが、「河川の環境基準」については、大腸菌数
も含めて全河川が達成することを目指すべであるし、できれば、現在水質調査の対象
とされている河川だけでなく、住宅地域を流れる河川など市内の全河川で調査をすべ
きである。身近な小河川で、幼児が水遊びをしている光景をみることがあるので、全
面的に水質調査の必要性を感じる。
川ごみ調査も実施し、マッピングをして市民に公開する取り組みも検討してほしい。
活動指標として期待するのは、「川ごみゼロ」運動、「下水道接続・水洗化率１０
０％達成」を優先とすべきである。

｢生活環境の保全」の活動指標
については、河川の汚濁を表
す代表的な指標であるＢＯＤ
を設定していますが、ご意見
の内容は今後の施策の推進に
あたり参考にいたします。

14 大津市域
全体のエ
ネルギー
管理シス
テム
（CEMS）
の構築を
進めませ
んか

「脱炭素」のう
ち、市民の行動指
針（9-6 ）ホーム
エネルギーマネジ
メントシステム
（HEMS）の導入を
検討。事業者の行
動指針（9-10・
11）ビルエネル
ギーマネジメント
システム（BEMS）
や工場エネルギー
マネジメントシス
テム（FEMS）の導
入を検討」

家庭や事業者におけるエネルギー管理システムの導入を出発点として、目標を大津市
全域で「エネルギーを上手に創り、上手に使い、無駄をなくす」と定め、HEMS・
BEMS・FEMSを統括する「地域エネルギー管理システム（CEMS）」を構築することに
よって、大津市全域のエネルギー需給の見える化を実現して、データに基づいた脱炭
素施策を進める。もってSDGs７・９・11・12を包摂した「エネルギー都市・大津」を
目指したいと思いますが、いかがでしょうか。そのためには、大津市の管理下に、全
体を統括する「中央エネルギー管理センター」を設けるとともに「地域新電力」を設
立して、例えばFIT期間満了後の太陽光発電の有効な利用法を図るなど、今後の太陽光
発電の普及のインセンティブにもなるような対策も考えられるとよいと思います。ま
た太陽光発電・蓄電池（余剰電力の蓄電）・EVの総合的なVPP（バーチャルパワープラ
ント）事業により、大津市全体で電力を無駄にしない仕組みを構築できればと思いま
す。ここに水素発電を組み入れれば一層効果的です。これらの取り組みは2050年実質
ゼロには不可欠な施策と考えます。（地域電力については資料39大津市の環境の「い
ま」と「これから」についての意見交換会（エネルギーと 地球温暖化グループ）でも
出されています）。また参考に、大津市と規模の似通った埼玉県所沢市では市が設立
した新電力会社でよい成績をあげているようです。CEMSについては横浜市に先進的な
好事例があります。

現段階で具体的な事業の予定
はありませんが、２０５０年
カーボンニュートラルの実現
に向けたさらなる事業につき
ましてはご提案内容も踏まえ
て今後も検討いたします。
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15 大津市環
境基本計
画のパブ
リックコ
メント

８－３（１）地球温暖化防止の達成指標に46％があげられています。
国のエネルギー計画にありますように電気エネルギーについては再エネをメイン電源
にするという計画のお陰で、2013年比の排出係数が2030年には55％下がる計画になっ
ています。電気だけをエネルギー源にしておられる家庭、事業所は46％は黙っていて
も達成できます。
それに対しガス、石油などの化石燃料を多用しておられる家庭や事業所は46％削減が
読めない状況と考えます。
傘下にブルーエナジーというエネルギー会社をお持ちの大津市としては放っておけな
い問題と考えます。
このエネルギー源のCO2排出をどう下げていくかが大変重要なテーマと思いますが、何
か方策を考えておられますか？
大阪ガス様は2030年に5％メタネーションを混ぜてガスを供給する計画を立てておられ
るようですが、５％では全く足りません。
時間が無さすぎますが、46％達成の成否を分ける重要なテーマです。ぜひ方向付けを
していただきたく考えます。電気にエネルギーを変えるというのも一つの方策です
が、電気のひっ迫が予想されています。車のEV化も控えていますので、その交通整理
を含めた方向付けをよろしくお願いいたします。

国のエネルギー計画の動向に
ついては注視をしつつ、本市
としては本計画に記載のとお
りの施策・関連事業に取り組
んでいきます。

16 ○分かりやすさ 環境に関することは抽象的な事などが多いので、計画全体的に、もう少しイラストを
加えるなど、市民に分かりやすい計画にすべきかと思う。

具体的な事業についてイメー
ジをして頂きやすいように活
動状況の写真を掲載するなど
を行っていますが、今後の進
捗管理において事業の実績等
をＨＰ等で公表する際には、
ご意見を参考にいたします。

17 ○計画と実行性の
担保

計画を策定しただけで終わるのではなく、着実に前に進んでいることがわかるよう
に、既存の会議体だけでなく、確実に進捗管理を行っていける体制が必要かと思う。

計画の進捗管理についてはP5-
3に記載のとおりですが、ご意
見に留意して進捗管理を行い
ます。

18 ○低炭素ではな
く、「脱炭素」と
いう言葉を使う。

→県で平成２９年に、滋賀県低炭素社会づくり推進計画を改定していることから、低
炭素という言葉を残したのかもしれないが、その後、２０２０年に国が脱炭素社会を
掲げていることから、同計画などの古い計画に引きずられることなく、「脱炭素」を
用いるべきかと思う。
【対象個所　４１箇所】下記に例を示すが、言葉の見直しをした方がよい。
P３－３：低炭素な建物や交通ネットワーク・・・・
※文章的にも、目指すなら、低炭素でなく、脱炭素だと思う。
P３－４：低炭素型のエネルギー利用の推進
※そもそも低炭素型のエネルギーとはどういう意味か。脱炭素型のエネルギーとの違
いは？
太陽光で家庭の電気をすべて補える→脱炭素。太陽光で家庭の電気一部を補える→低
炭素ということか。弱気なワードである低炭素は使わない。
P４－１０：低炭素な建物や交通ネットワーク・・・・
　　　　　　低炭素社会が実現したまちを目指し・・・・
　　　　　　※文章的にも、目指すなら、低炭素でなく、脱炭素だと思う。
P４－１１：低炭素型のエネルギー利用・・・
P４－１２：低炭素型のエネルギー利用・・・
P４－１３：市の交通ネットワークをより低炭素なものへと
　　　　　※この低炭素は文章的に分かるので、残置しておいてもよいと思う。

２０５０年カーボンニュート
ラルの実現を目指すため基本
目標の言葉としては「脱炭
素」を用いていますが、具体
的な施策としては、温室効果
ガス排出量をより低減させる
という意味合いで「低炭素」
を用いることとしています。

19 ○緊急時の電源と
してのEV導入（P８
－１１）

・「緊急時の電源としても活用可能なEV等の導入を進めます」とあるが、これは市民
や事業者向けであり、市として率先して、緊急時のEVの電源活用事例を示していくべ
きかと思うが、公用車へのEV導入を進めるという文言にとどまっている。防災担当部
署と連携した、EVの導入促進という文言を含めるべきかと思う。
・一方で、市が財政的にEV導入が難しいのであれば、地域や自治会主導で、EVの防災
活用を始めてもよいのではないでしょうか。まずは、先行自治会の事例の発信やPRを
してはどうか。

P7-5に記載のとおり、公用車
におきましてもEV（電機自動
車）等の導入を進めていきま
す。

20 ○EVの充電施設（P
７－７）

EVの充電施設等のインフラ整備を検討するとあるが、具体的な施策はあるのか。具体
的に示していく方がよい。不動産業者に充電設備を設置を促すのか。行政で増やすの
か。計画上、漠然として記載なら、何も進まない気がする。

P7-7に記載のとおり「市有施
設の省ｴﾈ等の取組」として具
体化に向けて検討いたしま
す。

21 ○LED化（P４－
３）

小中学校体育館照明のLED化の実施と記載されているが、記載内容がスケールとして小
さすぎる。しかも、水銀灯等の高天井照明は、一番先にLEDにすべき光源かと思うが、
今からの目標とは考えられない。国や照明工業会が政府目標として２０３０年に
SSL(LED有機ELなど)ストック１００％と掲げていることから、計画期間を考える
と、公共施設すべてをLEDではないでしょうか。ESCOやリースを活用するなど、２０２
５年までに学校施設すべてLED化の実施を皮切りに、２０３０年までの公共施設LEDを
行うべし。

P7-7「③維持管理における効
率的なエネルギーの利用」の
推進にあたっては、ご意見に
留意いたします。

22 ○ESCO（P７－６、
P７－７など）

ESCO事業にかかる記載があるが、LEDに係ることしかなく、空調機器も含めて、ESCO事
業を実施してはどうかと思う。ESCO事業の導入検討に時間を要するのでなく、LEDはす
ぐにでも始めてはどうか。

当該取組の推進にあたっては
ご意見に留意します。

23 ○その他 ・目次：６－１～５がずれている。
・目次　資料編９：「SDGS」→「SDGs」　ｓは小文字。
・P１－３：「市民、事業者、市～～」→「市民、事業者、行政～～」
　　　　　　※他と記述を合わせてはどうか。

ご意見のとおり修正しまし
た。
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24 新エネル
ギー・水
素エネル
ギー創出
の事業化
「水素発
電への取
り組み」
を推進す
る

「市の事業・低炭
素型エネルギーの
利用」のうち「新
エネルギー導入に
係る検討」（8-8）
および脱炭素につ
いての「市民の行
動指針」（9-6）、
「事業者の行動指
針」（9-10）「水
素エネルギーの情
報収集等」

水素発電に関する事業提案をした者です。市の事業として「新エネルギー導入の検
討」、また市民の行動指針として「水素エネルギー等の情報収集」、事業者の行動指
針として「水素エネルギー等の先進技術について情報収集・ 活用・研究開発」を推奨
しておられます。大津市においては太陽光発電以外の地産・分散型の再生可能エネル
ギー源として有望なのは水素発電とその利活用です。従って「新エネルギー・水素エ
ネルギー」といった表現から一歩踏み込んで、具体的に「水素発電とその利活用」と
いうように事業目標を明確に定め、それに関する事業化検討・情報収集・研究開発を
進めてほしいと思います。もちろん現時点において水素製造技術は完成されたもので
はありませんが、既に実証実験を終え、本格稼働を始めた事例もあります。しかし製
造コストを下げることが大きな課題で、今後の技術開発に期待することは多々ありま
す。必要なことはそうした技術開発やコスト削減の流れを的確に把握して、自治体と
して事業化するタイミングを適切に捉えることにあると考えます。「水素発電とその
利活用」を大津市の事業として掲げることにより、市民や事業者の関心を集約し「新
しいエネルギー都市・大津」の構築を目指す時だと思います。主な狙いは次のとおり
です。①大津市の市民や事業者が払っているエネルギーコスト（電気代等）を市外へ
流失させず、水素発電による電気代として市内で循環させ、大津市の経済振興に貢献
する。②クリーンな水（琵琶湖）、クリーンな電源（太陽光）で創ったクリーンなエ
ネルギー（水素）で大津市の環境と市民の暮らしを守る。③地産・分散型の水素発電
とその利活用のネットワークで、これまでとは違った大津のまちを創る。④「水素の
まち・大津」により市民の環境意識を向上させ、新しいまちづくりへの夢（ロマン）
を育む。⑤地元企業に技術開発の機会をつくり、雇用の創出につなげる。⑥水素の機
能を活用した余剰電力の蓄電と災害など必要時の給電体制をつくる。提案では２０３
０年に「水素発電を稼働する」ことができるように体制を整え、今から必要な準備に
取り組むとしています。国全体の脱炭素政策の実現のため国から補助金が出ると期待
されるので、それを利用できるようタイミングを逸しないように、事業化の計画を進
めてほしいと思います。そして市民や事業者からの情報を集結し事業推進の準備を整
える受け皿として「水素発電推進室」（仮）を設置（情報の提供先を明確にする）し
て、行政と市民・事業者の協働体制を構築することが重要と考えます。例えば最近も
「光触媒」を利用した水素製造（水の電気分解）技術の新しい開発情報があります。

現段階で具体的な事業の予定
はありませんが、２０５０年
カーボンニュートラルの実現
に向けたさらなる事業につき
ましてはご提案内容も踏まえ
て今後も検討を行っていきま
す。

25 ６－１頁～６－８
頁 ６章

・意見の内容
環境人とは 定義や条件等が必要ではないか。あるいは 設定が必要ではないか。
現状のような緩い説明で第６章に大津環境人という表現を記述することには疑問があ
る。
大津市固有の前向きで具体的なものにしてはどうか。第６章の内容は 全国各自治体で
施策として実行する内容と大差ない。大津市固有とするなら 自然環境（琵琶湖，瀬田
川，比叡山，湖南丘陵など），都市活動，気候等で具体的なものとすべきである。ま
た 近年 環境についての国際的な動向からみても「大津環境人」という設定は２０２
０年代にふさわしいのかと思う。前身の計画・事業での一定の実績と継続しているも
のがあるのは評価できるが ２０２１年現在で環境に関する本計画において 「大津環
境人」という表現はあいまいでインパクトがないと思う。本計画はターゲットが２０
３０年であるので 趣旨を明確にすべきではないか。
・提案
大津市環境人を認定制度にして １級，２級，３級を設定してはどうか。
本計画書 ６－２頁から６－３頁で第一段階，第二段階，及び第三段階を設定してい
る。これで目標と環境に関する市民の意識と行動を数値で評価することで計画全体の
推進力になるのではないか。
諸外国では学校や団体に対して資格制度を設定しているところもある。 大津市ならで
はの視点を追加してはどうか。 南北に細長い地勢，琵琶湖，歴史・文化，高度成長期
以後の粉せっけん運動のような盛り上がりが必要ではないか。

環境人の定義についてはP3-1
に記載のとおりです。環境人
の育成を通じて、各環境分野
の喫緊の課題の解決に繋げて
いきたいと考えています。
第６章の内容につきまして
は、ご意見の内容も踏まえ、
P6-4に記載のとおり「本市の
特性を踏まえた環境教育の推
進」をより一層推進いたしま
す。

26 ６－２頁 （１）目
標と指標

・意見の内容
指標として測定データの客観性とその数値による確実な目的・効果を反映したＫＰＩ
にすべきである。

達成指標及び活動指標の説明
についてはP3-4に記載のとお
りです。

27 ６－２頁 （２）実
現に向けたステッ
プ

・意見の内容
この設定は 子供，成人，高齢者まですべてを対象にしているか。
第一段階から第三段階まで 各々の達成内容とその人数を設定してはどうか。

ご意見として承ります。

28 ６－５頁 ４．目標
達成に向けた方向
性と取り組み

・意見の内容
- 2 -
各々の方向性はよいが 具体的にいつまでに何を達成するかを明確にしてほしい。
おおつ環境フォーラムはＮＰＯの団体であるが（１）①のの中にこのように記載して
よいか。

「具体的にいつまでに何を達
成するかを明確に」につきま
しては、ご意見として承りま
す。なお、P6-10に記載のとお
り推進及び進捗管理を行って
いきます。
おおつ環境フォーラムの設立
経過ついてはP5-2に記載のと
おり、環境問題への取り組み
をパートナーシップにより推
進するための組織として設立
したものです。今後もおおつ
環境フォーラムをはじめとす
る市民団体とのパートナー
シップにより各分野における
施策や事業の推進を図りま
す。

29 ４－８頁 施策５
資源循環の推進 活
動指標・・・家庭
系食品ロス量

・意見の内容
食品ロスについて廃棄物削減を主目的として指標を設定している。食品ロス削減の推
進のための行動や評価方法を設定してはどうか。
・理由・背景
本基本計画の実行計画としては別計画の「大津市一般廃棄物処理基本計画」において
食品ロス削減についての記載があり実行計画としている。 本基本計画において 食品
ロス削減を重視して具体的な目標を記載してはどうか。

活動指標「家庭系食品ロス
量」については食品ロス削減
のための指標として設定した
ものです。そのための行動等
については並行して策定を進
めている「大津市一般廃棄物
処理基本計画」に記載のとお
りです。
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30 ６－２頁 ９．計画
の構成 の本文とそ
の下の図

・意見の内容
循環と健全についての記載があいまいな表現になっている。
３－４頁の施策の体系，第４章「３．循環」，及び第４章「５．健全」においては基
本計画として適切に記述されている。これらの実行計画が大津市一般廃棄物処理基本
計画に記載されていることを６－２頁で明確にすべきである。
・提案
現在策定中の大津市一般廃棄物処理基本計画の（２～５頁）において環境関連の計画
の体系を説明している
ように１－６頁で明示してはどうか。
・提案理由
本計画は最上位の環境に関する基本計画であるが 従来の複数の計画を統合・改定して
いるので誤解を招かないようにしてほしい。

基本目標「３．循環」のうち
「施策５資源循環の推進」の
実行計画に「一般廃棄物処理
基本計画」が含まれることは
P4-8に記載のとおりです。
なお、ご意見を踏まえ、P1-6
に以下の追記を行いました。

「基本目標ごとの取組は第４
章に示しています」

31 資料編 ８．用語集 ・意見の内容
大津市地球温暖化防止活動推進センターを追記してはどうか。
・理由
おおつ環境フォーラム(ＮＰＯ)は大津市の指定管理業者として大津市地球温暖化防止
活動推進センターを運営している。本計画で大津市が事業として推進する主体を明示
すべきである。

本市が同センターの活動支援
を行うことはP4-11に記載のと
おりです。
なお、用語集に「地球温暖化
防止活動推進センター」を追
加しました。

32 資料編 ８．用語集
及び １－１頁等

・意見の内容
Well-beingを資料編に追記し 第一章１．計画策定の背景等に大津市の展望について記
載してはどうか。
・理由
ＳＤＧｓのゴールと同様に本計画は２０３０年迄の計画である。２０３０年以後 ２０
５０年にＣＯ２ネットゼロの世界と人々の幸せを目指すための重要な計画である。特
に本計画では「大津環境人」を前面に出している。その協働の精神は２０３０年以後
も延々と続く。「大津環境人」の第三段階の市民を増やすのが目標ではなく それに
よって市民みんなの幸せが最終目標ではないか。
環境問題は測定できるようになり，具体的な施策で実施し評価できるようになった。
海外ではが学校毎にWell-beingが設定されている国もある。

ご意見として承ります。

33 該当箇所 ５－１頁
など複数個所

・意見の内容
計画書の複数箇所に「フォーラム」，「おおつ環境フォーラム」とあるが 本計画の趣
旨から「大津市地球温暖化防止活動推進センター」とすべき箇所もあるのではない
か。大津市が「おおつ環境フォーラム」(ＮＰＯ)に指定管理業者として「大津市地球
温暖化防止活動推進センター」の機能を指定している。(注－１) ただし 「おおつ環
境フォーラム」の活動は高く評価すべきことが多く 本計画策定への参画や大津市環境
審議会への積極的な提言・意見などが欲しかった。
（注－１）出典 大津市ホームページ 更新日：2019年12月02日
https://www.city.otsu.lg.jp/machi/eco/eco/1457932188655.html
大津市地球温暖化防止活動推進センター指定団体募集要項 の １．趣旨，６ 大津市セ
ンターの事業経費を参照。また 現在の指定期間は2022年3月31日である。
・理由
大津市の環境施策に対しておおつ環境フォーラムにさらに活躍して欲しい。
現在の大津市環境審議会(直近１，２年)の審議状況から その審議をもっと活性化する
べきである。
・提案
本計画において このまま 各所の記載でおおつ環境フォーラムとするならば 経費・事
業内容・事業の責任などを明確にすべきである。また 大津市環境審議会の常任の委員
としておおつ環境フォーラムから任用するなど責任と提言を求めてはどうか。
また 資料編の用語集に「大津市地球温暖化防止活動推進センター」を追記してはどう
か。
大津市のホームページから「大津市地球温暖化防止活動推進センター」がリンク先と
して登録されているが
この機能がより有効に働くようにしてはどうか。
https://www.city.otsu.lg.jp/machi/eco/eco/1457932188655.html

「おおつ環境フォーラム」に
ついてははP5-2に記載のとお
り環境問題への取り組みを
パートナーシップにより推進
するための組織として設立し
たものです。一方、「大津市
地球温暖化防止活動推進セン
ター」については「地球温暖
化対策の推進に関する法律
（平成10年法律第117号）」に
基づき、地球温暖化対策に関
する普及啓発を行うこと等に
より地球温暖化の防止に寄与
する活動の促進を図ることを
目的に本市が指定した組織で
あり、本計画ではそれぞれの
趣旨に基づいて記載をしてい
ます。

34 全体，概要版(作成
予定であれば)

・意見の内容
大津市環境基本計画と大津市一般廃棄物処理基本計画をまとめた『概要版』を作成し
て欲しい。
・理由
市民，事業者，大津市教育委員会，及び大津市各担当課が環境施策について概観でき
るようにして
一人でも多くの関係者が環境について考え，積極的に実践できることが望まれる。
・提案
『概要版』では 施策１～１３迄と基本目標を概観し 今何をすべきが分かるように特
定テーマからのまとめを掲載してはどうか。 例えば 食品ロス削減，ごみの分別，気
候変動の影響がますます増大，ＣＯ２ネットゼロの世界，及び現時点での大津市での
取組の代表的な事例等を市民の立場から考えるきっかけになるような構成を希望す
る。

両計画をまとめた概要版は作
成しませんが、広報等の機会
においてはご意見の趣旨に留
意いたします。

35 ８－３頁 【活動指
標】 公共交通によ
る人口カバー率

・意見の内容
公共交通による人口カバー率を指標として採用することには疑問がある。
・理由
環境行政として 何もしなくても現状の指標数値は維持されるのではないか。
現在 大津市では立地適正化計画で居住誘導区域の設定などコンパクトなまちづくりを
３０年～４０年先まで見据えて施策を始めている。また 地域公共交通についての施策
で２０３０年頃までは新たな公共交通路線のめどは困難で，路線バス減便・廃止の場
合にデマンドタクシーに移行しようとしている。そして デマンドタクシーは公共交通
と位置づけて公共交通による人口カバー率を算定するのではないか。これでは 本基本
計画で公共交通による人口カバー率を環境の指標とすることが適切であるとは考えに
くい。
・提案
代替の指標としては 自家用車の保有台数関係，公共交通の利用者数と人口動態関係，
公共交通事業者の持つ各種統計情報などを検討してはどうか。
また 南北に長い大津市の公共交通の基幹としての京阪電鉄石坂線の利用者数がよい指
標ではないか。朝夕の通勤通学以外に 昼間も高齢者・子育て世代の貴重な足である。
減便・廃止は何としても避けなければならない。石坂線を利用することが環境に優し
いことを伝えたい。みんなで石坂線を利用し環境負荷の少ない大津市を目指してはど
うか。

活動指標としては「人口カ
バー率」といたしますが、ご
意見も踏まえ、環境負荷の少
ない大津市を目指し公共交通
利用の啓発を行なっていきま
す。
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36 ８－３頁等 大津市
総合計画第２期実
行計画 施策３１関
連個所

・意見の内容 本計画 ８－３頁の【活動指標】に「家庭におけるエネルギー消費量
（平成22年度）に対する再生可能エネルギー等で創出されるエネルギーの割合」とい
う指標が記載されていない。これは 本計画の指標を正として「大津市総合計画第２期
実行計画(８９頁)の指標」を変更するという理解でよいか。
・意見の背景
大津市総合計画第２期実行計画のパブリックコメントへ大津市の考え方として下記の
様に回答されている。
公示日 2020年11月12日
＊項目番号： ８９
＊該当箇所： ８９頁
＊詳細箇所： 指標：項目 家庭におけるエネルギー消費量（平成22年度）に対する再
生可能エネルギー等
で創出されるエネルギーの割合
＊意見内容： 指標として適当ではない。
＊市の考え方： 当該指標は「大津市再生可能エネルギー等利活用方針」（平成26年３
月策定）において掲げる令和４年度を目標年度とした数値目標であり、第１期実行計
画に引き続き設定したところです。なお、現在、令和４年４月を始期とする「大津市
環境基本計画（第３次）」の策定作業を行っていますが、「大津市環境基本計画（第
３次）」については、「大津市再生可能エネルギー等利活用方針」のほか、「大津市
地球環境保全地域行動計画～アジェンダ２１おおつ～」や、環境施策に係る個別の方
針、行動計画を包含した計画とする予定であることから、「大津市環境基本計画（第
３次）」の策定の過程において、市民、事業者及び行政の各主体の取組の成果をより
的確に評価することができる指標について、大津市環境審議会での議論等を踏まえ、
新たに設定したいと考えています。

本計画の指標は、近年の環境
に関する動向を踏まえて設定
しました。「大津市総合計画
第２期実行計画の指標」に関
しましては変更は行わず記載
のとおりの内容にて進捗管理
を行いますが、次期実行計画
策定時においては今回策定す
る本計画との整合も踏まえて
指標を検討いたします。

37 第４章全般，６－
４頁 ３．施策体系
の図，及び第８章
全般と８－１４頁

・意見の内容
大津市の各施策や事業の担当課が明示されていない。複数の担当課が関係する場合で
も主担当部門を明記してはどうか。
・理由
本計画は大津市総合計画の直下の基本計画であるが その実行計画で事業を列挙するだ
けでなく 各担当課を明示して 基本目標達成に向けてすすめることが望ましい。資料
編 ３．大津市の環境の「いま」と「これから」について～意見交換会（資料－３９～
４０頁）からもそれが読み取れる。
・提案
各事業の担当課を明示する場合には 現在実施あるいは過去に実施した事業を区別し，
今後 望まれる事業も積極的に列挙してはどうか。
国際的な環境関連での動向や日本の各自治体での先進的な取組がある中で わが大津市
の積極果敢な環境関連の事業に期待したい。

環境の現状や事業の実績につ
いてＨＰ等で公表する際は、
ご意見に留意いたします。

38 資料－２８頁 「市
では、「大津市地
域公共交通総合連
携計画（改訂
版）」に基づ
き・・・」の件

・意見の内容
『市では、「大津市地域公共交通総合連携計画（改訂版）」に基づき・・・』とある
が「大津市地域公共交通総合連携計画（改訂版）」は「大津市地域公共交通計画」で
はないか。

記載をしている内容としては
令和元年度末の状況であるた
め、「大津市地域公共交通計
画」の前進計画である「大津
市地域公共交通総合連携計画
（改訂版）」を記載していま
す。

39 資料－３９，４０
頁 及び 第８章 資
料・・・３．大津
市の環境の「い
ま」と「これか
ら」について～意
見交換会の概要
第8章 大津環境人
をはぐくむ行動計
画

・意見の内容
市民からの意見を継続的に傾聴し，本計画の推進に資する仕組みの創設が必要であ
る。「資源の循環」と「エネルギーと地球温暖化」については市民の意識が高い。
これは大津環境人の第三段階として このような人が増え 自治体・事業者との協働の
場が増えることを望む。
第８章の目標達成のためにぜひ検討して欲しい。

P5-1に記載のとおり市民等か
らの意見を踏まえて本計画の
推進を行いますが、達成指標
の進捗状況を把握するための
市民意識調査等において市民
からの意見を継続的に伺いま
す。

40 資料－３９，４０
頁 及び 第６章 資
料・・・３．大津
市の環境の「い
ま」と「これか
ら」について～意
見交換会の概要
第６章 大津環境人
をはぐくむ行動計
画

・意見の内容
市民からの意見を継続的に傾聴し，本計画の推進に資する仕組みの創設が必要であ
る。
「自然との共生」や「環境教育」での意見で ①大津ならではの自然環境 ②壮年層以
上への啓蒙 ③教育委員会との連携 について 第６章の目標達成のためにぜひ検討して
欲しい。

ご意見として承ります。

41 ３－４頁 ・意見の内容 ３．施策の体系の図の中で「施策」には１～１１の番号を明記した方が
分かりやすい。
さらに 図中またはキャプションに『３．循環と５．健全の施策は大津市一般廃棄物基
本計画で実行計画として対応していること』を明記してはどうか。

施策に番号を明記することに
つきましては、ご意見のとお
り修正いたしました。
各施策の主な事業等につきま
してはP3-4に記載のとおり、
第４章にて示すこととしてい
ます。

42 ３－４頁，８－６
頁

・意見の内容
３－４頁の「施策の体系」と，８－６頁の「施策の体系」が対応していないが 間違い
ではないか。旧計画のアジェンダ２１をそのまま継承・転記しているようにみえる。

P3-4に記載している「施策」
と、P8-6に記載している「目
標達成に向けた方向性」は対
応しています。「第８章　ア
ジェンダ２１おおつ（大津市
地球環境保全地域行動計
画）」を本計画の実行計画編
に内包することで、一体とし
て効率的・効果的に推進いた
します。
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43 ９－３頁～９－１
３頁 第９章 ２．
主体別行動指針

・意見の内容 脱炭素だけ具体的に行動プランがある。協働，生物多様性，及び循環に
ついては行動プランの記載が無いが記述漏れではないか。

脱炭素の行動プランにつきま
しては、温室効果ガス削減量
の目安を示すために記載をし
ているものです。
具体的な行動指針につきまし
ては、各基本目標ごとに記載
をにてお示ししているとおり
です。

44 ９－１６頁 エネル
ギー使用状況など
のチェック
（チェックシート
の参考例）

・意見の内容
エコライフチェックシートは楽しく 役立つので計画書として同様の取組が進むように
してはどうか。

家庭における省エネルギーの
推進を行うにあたり当該
チェックシートを活用してい
るところですが、今後の取組
の推進にあたってもご意見に
留意いたします。

45 ４－３頁 ・意見の内容
環境保全型行政の推進 関連事業に「未利用地における再生可能エネルギー等の活用」
とあるが昨今の太陽光発電所設置での課題について配慮した記述にしてはどうか。
・理由
未利用の土地だから再生可能エネルギー等の設備を誘導するには注意が必要である。
森林伐採，近隣住宅地への影響，防災，及び景観などでの問題が全国的に多発してい
る。大津市の地形から今後の安易な再生エネルギー発電設備については環境の立場か
らも注意しなければならない。

当該取組の推進にあたって
は、ご意見に留意いたしま
す。

46 全般，特に資料編 ・意見の内容
図・表や写真についての出典や年月など時期の表示が殆どない。
・提案
今から記載するのは大変ではあるが 資料編は何とかして欲しい。最近の大津市の計画
書では「大津市歴史的風致維持向上計画」が秀逸であるので参考にしてはどうか。

他資料より引用している図等
についてのみ出典を明記して
います。

47 該当箇所 全般 ・意見の内容
大津市ならではの視点と行動指標があるべきという指摘に対して どのように反映した
かが分かりにくい。
全体に指標や考え方が緩い・温いという指摘に対して 指標や行動計画等の変更点もわ
かりにくい。
出典 ２０２１年７月２８日開催 大津市環境審議会(某委員からの意見)
・提案
複数の体系の異なる計画の合体と同時に大津市一般廃棄物処理基本計画の策定となり
困難な状況であったことは理解できる。２０３０年のゴールを見据えて下記の３点を
提案する。
１．概要版を市民や事業者目線で構成して 大津市環境基本計画と大津市一般廃棄物処
理基本計画を包含した冊子を作成する。
２．２０３０年以降を見据えて 第４次大津市環境基本計画を策定するときは大津市一
般廃棄物処理基本計画を包含した計画とするため 大津市環境審議会で専門部会を創設
して骨子から検討してはどうか。
３．「大津市の環境」令和３年度版または翌年度版に 本計画と一般廃棄物処理基本計
画の概要を反映し 可能ならすみやかに大津電子図書館の蔵書として市民が閲覧できる
ようにしてはどうか。

大津市ならではの視点等につ
きましては、「環境人の育
成」に力をいれていること及
び市民の活動の指標を表すも
のを多く取り入れることに
よって「環境人」の進捗具合
が計れることだと考えていま
す。これらを踏まえ、目指す
将来の環境像の設定等を行っ
ています。
もう一点、「皆が頑張ろうと
いうような計画に」という審
議会のご意見につきまして
は、「第９章　大津市環境配
慮指針」の作成にあたって考
慮しています。
ご提案いただいた内容につき
ましては、ご意見として承り
ます。

48 ページ 4-1 1協働
の項目 中段で

また「市」自らが模範的・率先的な取り組みを示す・・

とありますが、「市民」「事業者」に対して意識の高揚と行動の変容を促すような模
範的、率先的な取り組みについて、これは環境教育の分野ではされないのでしょう
か。

「市民」「事業者」への取組
に関しては、「第６章　大津
環境人を育む行動計画（環境
教育等行動計画）」等に基づ
き実施いたします。

49 ページ 4-2 活動指
標について

環境保全活動の年間参加者数ですが、これはどのような活動を参加者数とされている
のでしょうか。

大津こども環境探偵団の延べ
団員数及び自然家族事業、市
民ヨシ刈り、市民清掃など環
境政策課において把握できる
環境保全活動の参加者数で
す。

50
ページ 4-4生物多
様性について

大津市は、南北に長い-と多様な生態系に合わせた保全を進めるとありますが、その活
動指標としてヨシ狩りの参加者というのがありますが、適切でしょうか。

山間部と田園部にも同様の指標の設定が必要ではないでしょうか。

また4-5の関連事業と8-14の市の事業が連動していないように見受けますが、どう解釈
すればよいでしょうか。

関連事業に基づき多様な自然
について地域の特性に合わせ
た保全を行いますが、活動指
標につきましては活動の状況
を表す代表的なものを設定し
ています。
P8-14につきましては、P4-5と
整合させて修正を行いまし
た。
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51 ページ 4-6 施策4
人と自然の豊かな
ふれあいの確保に
ついて

1.活動指標について
施策の方向性で、-ふれあえる場所が数多くあります-とあります。それであれば、確
保すべきは都市公園面積を増やすのではなく、その充実を図るべきと考えますが、ど
のようにお考えでしょうか。

2.関連事業について
身近な自然の一つとして都市公園があげられています。人と自然との距離が離れる時
代にあって、都市公園の緑地は人と自然とをつなげる大事な場所となっています。
そんななか、関連事業でマネジメントの強化とも記載があります。具体的にどういっ
た成果と手法をお考えなのでしょうか？
最近では、公園の草地を一律に刈り込むのではなく、草地を残すことで生態系サービ
スの充実をはかり、人と自然とのふれあいを増やすような事業が進められておりま
す。
市としてもそれに類する事業はされる予定はあるのでしょうか。
また市民による公園の維持管理の推進とあり、また8-15にも◆公園緑地等の管理とあ
ります。すべてが行政主導で地域の資源を管理する時代ではなく、
予算も限られているなかで、上手に実施することができれば、結果として市民にも環
境にも大きくプラスになる事業だと考えます。
ただ、目指す環境像の「輪」なかで、-パートナーシップのもと協働によって有機的な
…-とあり、「守る、育てる、繋げる」のなかで-人と人との繋がりを守り…-
ともあります。
よって、推進すべき事業、目指すべき取り組みとしては「行政と市民の協働による公
園の維持管理の推進」としてはいかがでしょうか。
その事業の結果として、「環境人」が目指す持続可能、地域環境、人と自然、自ら関
心を持ち、認識を深め、行動といった人の育成につながるのではないかと考えます。

「1.活動指標について」につ
きましては、活動指標は都市
公園面積といたしますが、ご
意見を踏まえて内容の充実に
も留意いたします。
「2.関連事業について」につ
きましては、地域のニーズに
沿った維持管理の強化等を行
いますが、ご意見も踏まえて
当該取組を推進いたします。

52 資料2-3 自然環境
について

滋賀県レッドデータブックに記載されているなかで、大津市域で確認されている種を
ピックアップされているのはとても良いことだと思います。そういったデータを公表
される予定はあるのでしょうか。また、そのデータについて、お願いするといただけ
るのでしょうか

滋賀県レッドデータブックに
関しましては、出典元にお問
い合わせをいただきますよう
お願いします。

53 １．大津市はISO14000を取得できていますか 現在は取得していません。

54 11の施策の目標値と実行項目とスケジュールとが入った実行計画に作り直す ご意見として承ります。な
お、P5-3に記載のとおり、進
捗管理を行っていきます。

55 年度ごとに進捗や達成度をHP公開出来るようにしておく P5-3に記載のとおり、環境の
現状や事業の実績については
ＨＰ等で公表いたします。

56 「大津市環境審議会」の委員にはISO14000の認定者が1名は必要とする ご意見として承ります。

57 推進体制の概要に突然「フォーラム」が出てくる。役割が不明確で図が分かりにく
い。（推進主体と役割には、市民・事業者・行政の３者が協働で取り組む）

「おおつ環境フォーラム」の
役割等につきましては5-2に記
載のとおりです。

58 ４－２、４－５、
４－６

 関連事業に「河川愛護団体による活動の推進」がない。 当該団体による活動につきま
しては、P4-2に記載している
関連事業「環境保全市民運動
推進事業」に含まれていま
す。なお、関連事業につきま
しては、施策に関わる主な事
業について記載をしていま
す。

59 ４－３ 活動目標の数値が１%/年というのは、低すぎる。推進しているという形だけでは意味
がない。

ご意見として承ります。

60 ４－１５ 達成指標が市民の意識調査だけでは、具体性に乏しい。ポイ捨て・不法投棄防止、土
壌汚染対策、騒音対策など、具体的な目標と値を設定すべきだと思います。

達成指標につきましては基本
目標ごとに施策効果や進捗状
況を管理するために設定して
いますが、基本目標を達成す
るために各施策に記載してい
る関連事業に取り組みます。

61 ４－１７、６－２ 活動指標に河川愛護団体や市道アダプトプログラム、てのひら花苑・花街道事業の団
体数や対象面積などの追加。

活動指標に追加はしません
が、各関連事業に取り組みま
す。

62 ６－２ 活動指標の「環境教育指導者研修の受講者研修の満足度」があるが、受講者数に変更
した方が意味があると思う。

満足度に繋がる研修の内容も
重要視したいため、当該内容
を指標として設定していま
す。

63 ６－５ 脱字「・・・津こども環境探偵団の卒団生が・・・」の箇所。”大津こども環境探偵
団”に修正。

ご意見のとおり修正しまし
た。

64 ６－６ 実施目的の明確化については、「自ら自発的に行動する人を育成すること」が大事
で、単なる啓発活動を目的にするのではなく、具体的な目標の設定を希望する。

P6-6に記載のとおり、具体的
な目標設定に努めます。

大津市環
境基本計
画(第3
次)案の
意見
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65 ６－９ ④事業者の役割については、滋賀県ごみの散乱防止に関する条例(事業者の責務)
第4 条に準じた責務を事業者に求めるべき。同条例の該当箇所については、以下ご参
照。
第4 条事業者は、その事業活動に伴って生ずるごみの散乱を防止するとともに、県が
策定するごみの散乱防止に関する施策に協力しなければならない。
2 飲食料の容器または容器入りの飲食料を製造し、または販売する者は、飲食料の容
器の散乱防止について、消費者の啓発を行わなければならない。
3 容器入りの飲食料を販売する者は、その販売する場所に空容器の回収容器を設置
し、これを適正に管理するとともに、販売する場所およびその周辺の清掃を行わなけ
ればならな
い。
4 観光業務を行う者(旅行業法(昭和27 年法律第239 号)第2 条第1 項に規定する旅行
業、旅館業法(昭和23 年法律第138 号)第2 条第2 項に規定する旅館・ホテル営業、同
条第3 項に規定する簡易宿所営業、旅客を運送する事業その他観光に関する事業を行
う者をいう。)は、ごみの散乱防止について観光旅行者の啓発を行わなければならな
い。

ご意見として承ります。

66 ７－４ （２）エネルギー使用量に関する目標について、各目標値が一律前年度比１％削減と
なっている。各目標によって、事情、優先順位・重みづけも異なるのが当然のこと
で、目標値が同じ表現であるのは、形ばかりのものに思われる。再度、検討、設定を
求める。

当該削減目標につきまして
は、現状のエネルギー使用量
をより一層削減するために設
定しています。

67 ７－４ （３）ごみ減量等に関する目標についても、「基準年度実績以下」、「一層推進」と
具体性がない。再度、検討、設定を求める。

ご意見として承ります。
なお、市役所から排出する燃
やせるごみの量につきまして
は、記載の目標のとおり削減
すべく取組を進めていきま
す。

68 ７－７ ➀再生可能エネルギー等の活用、イ事業者等への屋根貸しや市有地の貸し出しによる
太陽光発電の設置について検討しますとあるが、「推進」するとし、取り組みを積極
的に推進してもらいたい。

ご意見も踏まえ、取組を積極
的に推進いたします。

69 ８－５ 活動指標の一人あたりの都市公園面積については、単なる全体に対する数値目標では
意味が乏しい。同面積は、市内各地域間に大きな格差があるのは歴然であるので、各
地域ごとの数値目標を設定すべき。

ご意見として承ります。

70 ９－５ 事業者の行動指針に「ごみの分別や不法投棄禁止を徹底します」とあるが、滋賀県ご
みの散乱防止に関する条例(事業者の責務)第4 条に準じた責務を事業者に求めるべ
き。

ご意見として承ります。

71 ９－１３ 市民の行動指針の「ごみのポイ捨て禁止を徹底します」を「ごみのポイ捨てはしませ
ん。ごみのポイ捨てを見かけたら、拾います」に変更希望。また、「不法投棄を見か
けたら、速やかに通報します」を追加してもらいたい。

ご意見として承ります。

72 ９－１３ 事業者の行動指針に、滋賀県ごみの散乱防止に関する条例(事業者の責務)第4条に準じ
た責務を追加。

ご意見として承ります。

73 資料３４ （仮称）環境活動情報支援センターの設立を目標に、平成２８年４月に「大津市地球
温暖化防止活動推進センター」を設けたということで、評価を〇にしているが、同セ
ンターが、大津市内の環境活動に関する中間支援組織として、大津市内の各環境団体
の活動を支援しているように思われない。同センターの事業運営や市や県などの環境
イベントの広報支援のみで、もっと大津市内各所の環境団体の活動を支援するもの組
織になるようにしてもらいたい。

「大津市地球温暖化防止活動
推進センター」については
「地球温暖化対策の推進に関
する法律（平成10年法律第117
号）」に基づき、地球温暖化
対策に関する普及啓発を行な
うこと等により地球温暖化の
防止に寄与する活動の促進を
図ることを目的に本市が指定
した組織です。
ご意見も踏まえ、今後の取組
を推進いたします。
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