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資料１-１

「2050 年ゼロカーボンシティ」及び
「プラスチックごみ削減運動の推進」の表明
（西宮市 HP より）

石井登志郎市長は令和 3 年（2021）2 月 19 日、3 月定例会の令和 3 年度西宮市施政方針におい
て「2050 年ゼロカーボンシティ」及び「プラスチックごみ削減運動の推進」を表明しました。

1.2050 年ゼロカーボンシティ
2050 年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロにすることを目指す
（全国の「2050 年ゼロカーボンシティ」表明自治体一覧・・・資料 1-2）

2.プラスチックごみ削減運動の推進
全市的なプラスチックごみ削減運動を推進する

2 つの表明の趣旨
昨今、国の内外で自然災害が激甚化、頻発化し、私たちの生命や財産、自然環境や生態系が危機
にさらされる「気候危機」と言うべき事態に直面しています。
平成 30 年（2018）の IPCC（気候変動に関する政府間パネル）の特別報告で、「パリ協定
（2015）の目標である気温上昇を産業革命以前に比べ 2℃よりリスクの低い 1.5℃に抑えるために
は、令和 32 年（2050）までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされているよう
に、人類にとって地球温暖化対策は急務となっています。
また、現在、地球規模での海洋プラスチック問題が深刻化しており、海洋生物が生命の危機にさ
らされる直接的な被害のほか、私たち人間も含めた生態系への影響が懸念されています。大阪湾を
臨む本市としても見過ごすことができるものではありません。
今回の 2 つの表明は、これら待ったなしの地球規模の課題に対して、西宮市としても環境学習都
市宣言の精神を具体化し、持続可能な都市を実現するため、市民や事業者の皆さんの参画と協働の
もと、積極的に取り組んでいく決意を示すものです。

1.2050 年ゼロカーボンシティ
脱炭素社会の実現のためには、大幅な技術革新とその導入が前提となりますが、市民や事業者の
皆さんが「自分ごと」として、できることから行動を起こし、ライフスタイルや事業活動の転換を
図っていくこともこれまで以上に重要となります。
本市としては、市民や事業者の地球にやさしい行動や消費、選択に対する支援を充実させていく
ほか、再生可能エネルギーなど CO2 排出量の少ない電力の導入・調達などについて検討を進めてい
きます。
また、西宮市地球温暖化対策実行計画（区域施策編、事務事業編）において「2050 年ゼロカー
ボンシティ」について位置づけを行い、目標設定などに反映させていきます。

「2050 年ゼロカーボンシティ」関連の主な取り組み（令和 3 年度実施予定）
（1）西宮市エコ・エネルギー設備導入促進補助事業（拡充）
（2）にしのみや省エネチャレンジ 2021 事業（拡充）
（3）森林調査保全事業（新規）
（4）行政の率先した取り組み
ア 廃棄物発電電力の庁舎への供給（モデル実施）（新規）
イ 公共施設のエネルギーマネジメントの検討（新規）
ウ 公共施設の照明における計画的な LED 化の推進（新規）

2.プラスチックごみ削減運動の推進
プラスチックがもたらす海洋汚染などの環境への影響について、私たち一人ひとりが身近な問題
として向き合い、日々の生活や事業活動の中でできることから積極的に取り組んでいくことが重要
です。
マイボトル携帯やマイバッグ持参などを促進するほか、2R（リデュース、リユース）を優先的に
実践することに加え、リサイクルを推進するなど、プラスチックごみを出さないライフスタイル及
びビジネススタイルへの転換を目指します。

「プラスチックごみ削減運動の推進」関連の主な取り組み（令和 3 年度実施予定）
（1）全市的なプラスチックごみ削減に向けた取り組み方針の策定と推進（新規）・・・資料 1-4
（2）市役所のプラスチックごみ削減に向けた取り組み方針の策定と推進（新規）・・・資料 1-5
（3）給水スポット整備事業（新規）

資料1-2

資料１-３
西宮市のプラスチックごみの削減に向けた取組の概要
ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）
（国連総会

2015 年９月）

プラスチック資源循環戦略（政府 2019 年５月）
［背景・ねらい］

目標 14 持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能

・ 世界全体で年間数百トンを超える陸上から海洋へのプラスチックごみの流

な形で利用する。

出があると推計され、2050 年までに魚の重量を上回るプラスチックが海洋環

14.1 2025 年までに海洋堆積物や富栄養化を含む、特に地上活動

境に流出することが予測されるなど、地球規模での環境汚染が懸念。
・

による汚染など、あらゆる種類の海洋汚染を防止し、大幅に削

日本では、ワンウェイの容器包装廃棄量（一人当たり）が世界で二番目に

減する。

高いと指摘されていること、未利用の廃プラスチックが一定程度あることな
ど、これまで以上に国内資源循環が求められている。
・

関西プラスチックごみゼロ宣言

これまでの取組をベースにプラスチックの３Ｒ（リデュース、リユース、

（関西広域連合

リサイクル）を一層推進することが不可欠。

2019 年５月）

［今後の戦略展開］
・

2030 年までにワンウェイのプラスチック（容器包装等）を 25％排出抑制

関係自治体が連携して、ごみを出さないライフスタイルへの転換を

・

2030 年までにプラスチック製容器包装の６割をリユース又はリサイクル

目指し、これまで取り組んできたマイボトルやマイバック持参運動等

・

2035 年までにすべての使用済みプラスチックをリユース又はリサイクル

を通じた３Ｒをさらに推進し、住民、事業者、団体等と協力しながらご

（技術的経済的な観点等から難しい場合には熱回収も含め 100％有効活用）

みのポイ捨て防止や一斉清掃活動、発生抑制などプラスチックごみゼ
ロに向けた不断の取組を行うことをここに宣言します。

西宮市環境学習都市宣言、西宮市環境基本計画
西宮市一般廃棄物処理基本計画、西宮市地球温暖化対策実行計画（区域施策編・事務事業編）

西宮市プラスチックごみの削減に向けた取組方針（資料 1-4）
市民の取組、事業者の取組、市役所の取組

市民・事業者への支援事業

公共施設等への給水スポット整備事業

市役所の率先行動

市役所のプラスチックごみの削減に向けた取組方針

（市民のマイボトル使用促進のための支援）

・ マイボトルでも給水できるウォーターサーバーの公共施
設への設置を推進するほか、民間事業者の店舗や大学などへ
の設置を促す

（資料 1-5）
・

市主催会議での使い捨てプラスチックの提供を原則、禁止

する
・

市の事務事業や主催イベントなどでの使い捨てプラスチッ

クの利用をできるだけ控える

など

４月 27 日には、ウォータースタンド株式会社と「プラスチ
ックごみ削減の推進に関する協定」を締結した。今年度は、令
和３年５月末頃までに、
市役所本庁舎や図書館等の１１の公共

４月１日より実施済み

施設に順次、設置を進めていく予定であり、今後、民間施設に
ついても設置を働き掛けていく。

・窓付き封筒のグラシン紙の採用促進
市民のマイボトル・マイカップ使用の促進
・市職員のマイボトル・マイカップ使用の推進

資料１-４

プラスチック・スマート・アクションにしのみや（案）
～ 西宮市プラスチックごみ削減運動の推進 ～

1 はじめに
現在、地球規模での海洋プラスチック問題が深刻化しています。
毎年、陸上から海洋へ数百トンを超えるプラスチックごみが流れ出ており、このままでは、2050
年までに海洋中に存在する魚の重量を上回ると予測されています。
海に流れ出たプラスチックごみは、海洋生物が直接的な生命の危機にさらされるだけでなく、
海洋汚染や食物連鎖による私たち人間も含めた生態系へも影響することが懸念されています。
ここ西宮でも市民が主体となって守ってきた武庫川、夙川などの美しい河川や大阪湾に残され
た貴重な甲子園浜・香櫨園浜等の自然環境に影響を及ぼすことが危惧されています。
さらに、海洋汚染だけでなく地球温暖化の視点からも、プラスチック製品の生産や運送、焼却
に伴うＣＯ２排出量の削減を推進していかなければなりません。
これらの問題を解決していくためには、私たち一人ひとりが身近な問題として向き合い、マイ
ボトルの携帯やマイバックの持参などのほか、２Ｒ（リデュース、リユース）とリサイクルなど
日常生活の中でできることから積極的に取り組み、プラスチックごみをできる限り出さずにプラ
スチックと賢く付き合っていくライフスタイルへの転換を目指していく必要があります。

２

基本的な考え方
① プラスチックごみを減らしましょう（リデュース）
② プラスチック製品を繰り返し使いましょう（リユース）
③ プラスチック製品を廃棄するときは適切に分別しましょう（リサイクル）
④ ポイ捨てはやめましょう

プラスチック・スマート…海洋プラスチック問題の解決に向けた幅広い主体による連携した取り組み
SDGs…国連サミットで採択された誰一人残さない世界を目指した 17 の目標

３

私たちにできる取組（例）

私たち市民に

□ 不要なプラスチック製品は買わない、もらわない

できること

□ 使い捨てのプラスチック製品は買わない、もらわない
□ マイバッグやマイボトル、マイカップを使用する
□ 繰り返し使えるプラスチック容器やリターナブルびんなどを利用する
□ 詰替商品や量り売りを利用する
□ クリーニングハンガーは店舗に返却する
□ スーパーなどでのプラスチック容器の店頭回収を利用する
□ 法令や市役所のルールに従い、きちんと分別してごみ出しをする
□ ごみのポイ捨てはしない
□ 外出先にごみ箱がないときは、ごみを持ち帰る
□ 地域や職場での清掃活動や環境学習の場に参加する

私たち事業者

□ リターナブルびんの利用・販売やリユース食器の利用など使い捨てをなくす

にできること

□ 宅配・テイクアウト用容器を使い捨てのものからリユース容器へ転換する
□ ストローなどを提供する際は紙製のものなどプラスチック代替製品を使用する
□ マイバッグの利用を促すためのインセンティブとなるような取組を実施する
□ プラスチックをできるだけ使用しない商品づくりを行う
□ 使い捨てのプラスチック製品の製造や販売を抑制する
□ 法令や市役所のルールに従い、きちんと分別してごみ出しをする
□ 来客用や社員用の給水スポットを設置する
□ 環境に配慮した取組をしていることについて、顧客に向けたＰＲ活動を実施する
□ 社員へのプラスチックごみ削減に向けた啓発・教育を行う
□ 企業市民として地域での清掃活動や環境学習の場に参加する

私たち行政に
できること

□ プラスチックごみ削減に向けた市民や事業者の取組に対して、支援や情報提供を
行う
□ 市民のマイボトルの利用を促進するため、公共施設に給水スポットを整備すると
ともに、民間の集客施設などへの給水スポットの設置を促す
□ 市民、事業者に対して、法令や市役所のルールに従ったごみ出しを呼びかける
□ 市民や事業者の参画と協働による活動ができるような清掃活動や環境学習の場
を充実させていく
□ プラスチックごみの削減に取り組んでいる企業などの顕彰や紹介を行う
□ 一事業者として率先した取組を行う
・ 市役所の事務用品など代替できるものがあればプラスチック製品の購入や使用
を控える
・ 市役所の主催する会議などでのペットボトルでの飲料の提供を原則禁止する
・ 市役所主催イベントなどで景品などにプラスチック製品を使用すること
を抑制する
・ 職員のマイバッグやマイボトル、マイカップの利用を促す

資料１-５

市役所のプラスチックごみの削減に向けた取組方針
１ 目 的
本市では、限りある資源の有効活用のため、ごみの減量に取り組んでいるが、近年、とりわけ
海洋プラスチックによる環境汚染が世界的な課題となっている。このため、国においては、令和
元年５月にプラスチック資源循環戦略を策定し、令和２年７月からは、全国一律でレジ袋の有料
化を開始するなど、プラスチックごみ削減に向けた動きが加速している。
こうした動きの中、プラスチックごみを減らすためには、市民・事業者・行政が共通認識を持
ち、ごみの減量を進めていかなければならないが、まずは市役所及び職員自ら範を示し、率先し
てプラスチックの使用削減に取り組む必要がある。
２ 物品調達における取組
市の事務事業において、ワンウェイプラスチックやプラスチックを使用した製品の使用をでき
るだけ控える。
＜取組内容＞
① 市の主催する会議等では、出席者へのペットボトルなどワンウェイのプラスチック製容器
包装の提供を原則禁止とする。
出席者にはマイボトルを持参してもらうこととし、やむなく使い捨て容器の飲料を提供す
る場合は、缶や紙製品を使用するなど極力プラスチック製ごみの発生を抑制する。また、そ
の場合発生した缶や紙パック等のごみは分別を徹底する。※１
② 市主催のイベント等で、景品の提供の際などワンウェイのプラスチック製品の使用をでき
るだけ控える。
③ グラシン紙を使用した窓付き封筒※２など、プラスチックを使用した製品の代替となる製品
があればできるだけ使用する。

ワンウェイプラスチック…使い捨て（ワンウェイ）のプラスチック製のもの
（例）プラスチック製品：使い捨てのスプーンやフォーク、ストローなど
プラスチック製容器包装：レジ袋、ペットボトル、飲料カップなど

３ 職員による取組
① 原則、必要性の低いワンウェイプラスチックの受け取りを辞退する。
② プラスチック製容器包装の使用を控え、マイボトル・マイカップ・マイバッグの使用に努
める。
４ 進捗の管理
西宮市環境マネジメントシステム（ＥＭＳ）の運用による。

1

５ その他
①

上記２の取組内容については、西宮市環境マネジメントシステム（ＥＭＳ）の協力要請施
設・組織である指定管理者制度の対象施設、外郭団体及び本市の市関連施設内で許可を得て
営業活動を行う者等に対しても、できる限り協力依頼を行う。また、委託事業においても、
仕様書に盛り込むなど、できる限りの取り組みを求める。

② 上記取り組みを令和３年４月１日から実施する。

※１ 別紙１参照
※２ 別紙２参照
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別紙１

市の主催する会議等における出席者へのペットボトル飲料の提供廃止について
１ 方針
「市役所のプラスチックごみの削減に向けた取組方針」に基づき、市の主催する会議等では、
出席者へのペットボトル飲料の提供を原則禁止とする。
（補足）
① 出席者については、下記「２」を参考に、開催案内等にペットボトル飲料を提供しない旨
を明記するなど、市の取り組みへの理解を求める。なお、関係団体等が主催する会議につい
ては、可能な限り、配慮されるよう協力を呼びかける。
② 既に購入したペットボトル飲料が残っている場合は、使い切った時点から実施する。
③ 長時間にわたる会議等で、所管課が飲料の提供が必要と判断した場合は、下記を参考に対
応する。
（例） ・紙や缶の製品を提供

・グラスや湯飲み等により提供

④ 屋外イベント等で、熱中症予防の観点から所管課がペットボトル飲料の提供が必要と判断
した場合等は、対象外とする。
２ 会議出席者等への案内文例

西○○第○○号
令和○年(XXXX 年)○月○日
○○○○○各位
西宮市○○○○○課長
○○会議の開催について
平素は、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○。
つきましては、下記のとおり会議を開催いたしますので、出席方よろしくお願いいたします。
記
１

日

時

令和○年○月○日

２

場

所

西宮市役所

３

連絡事項

○時～

○○会議室

・ プラスチックごみによる海洋汚染等が国際的な課題となる中、西宮市では、
「市役所のプラス
チックごみの削減に向けた取組方針」を策定し、市主催の会議における出席者の皆様へのペッ
トボトル入り飲料の提供を廃止することといたしました。つきましては、本趣旨をご理解いた
だき、飲料が必要な方におかれましては、マイボトルを各自でお持ちいただくなど、ご協力を
お願いいたします。

以 上
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別紙２

窓付き封筒におけるグラシン紙の使用促進について
１ 目的
プラスチックごみの削減のため、市の物品調達において、プラスチックを使用した製品の使
用を抑制する必要がある。
窓付き封筒の窓部分にセロハンが使用されているものはそのままではリサイクルができない
ことから、市民の協力を得ながらリサイクルを促進するため、環境整備の一環として市から発
送する窓付き封筒のグラシン紙化を進める。
２ 方針
「市役所のプラスチックごみの削減に向けた取組方針」に基づき、窓付き封筒を発注する際
には、原則窓部分はグラシン紙※とした仕様とする。
（補足）
① 既に購入したセロハンの窓付き封筒が残っている場合は、使い切った時点から実施する。
② 以下のような場合等で、所管課がグラシン紙を採用することが難しいと判断した場合は
対象外とする。
・見積もりの結果、セロハンの場合と比較して価格が高い場合。
・自動封入封緘機を利用する上で強度に問題がある場合等、性質上グラシン紙が適さない
場合。
③ 窓部分にグラシン紙を使用した封筒を発注する場合は、リサイクルを促すメッセージを
挿入する。
※グラシン紙…半透明の紙。封筒の窓部分にセロハンの代わりにグラシン紙を使用すること
で、窓部分を剥がさず古紙としてリサイクルが可能となる。
３ 仕様
発注時の仕様書においては、下記の特記事項を記載する。
・窓部分をグラシン紙とする旨（例：窓部分の素材には、グラシン紙を使用すること。）
・リサイクルを促すメッセージを挿入する旨
（例：封筒下部に、
「この封筒は窓部分にグラシン紙を使用しているため、窓部分をはがさず
リサイクルできます。
」のメッセージを挿入すること。）
（封筒の参考例）

この封筒は窓部分にグラシン紙を使用しているため、窓部分をはがさずリサイクルできます。
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資料２

地球温暖化対策部会
氏名

所属団体

市民

西明

直子

西宮コミュニティ協会

市民

清水

明彦

社会福祉法人

市民

津髙

絵美

公募市民

事業所
学識経験者
学識経験者

曽我
北詰

浩

狹間

恵一
惠三子

西宮市社会福祉協議会

日本盛株式会社
関西大学
大阪商業大学

廃棄物減量推進部会
氏名

所属団体

市民

樋口

賢一

西宮市環境衛生協議会

市民

山﨑

由美

甲東エココミュニティ会議

市民

足立

羽翼

公募市民

事業所
事業所
学識経験者
学識経験者

野島

比佐夫

藤井
花田

智生
眞理子

石川

雅紀

西宮商工会議所
生活協同組合コープこうべ
大阪産業大学
神戸大学

生物多様性推進部会
氏名
市民
市民

平野
山本

美恵子
優子

所属団体
西宮市青少年愛護協議会
西宮市PTA協議会

事業所

鈴木

暁

西宮労働者福祉協議会

学識経験者

佐山

浩

関西学院大学

学識経験者
学識経験者

張野
服部

宏也
保

神戸女学院大学
兵庫県立大学

資料３

令和２年度（2020 年度）版環境報告書 概要
・環境目標１ 低炭素
平成 2 年度

平成 28 年度

平成 29 年度

令和２年度

（1990 年度）

（2016 年度）

（2017 年度）

（2020 年度）

基準年度

実績

実績

目標

1,844,731

1,685,047

1,570,640

（+6.0％）

（▲3.2％）

（▲10.0％）

0.509

0.435

―

温室効果ガス排出量

1,740,475

（ｔ-CO2）
電力排出係数

0.353

（kg-CO2/kWh）
・環境目標２ 資源循環
（１）ごみ排出量

ごみ総排出量
（ｔ）
1人1日

平成 28 年度

令和元年度

令和 5 年度

令和 10 年度

（2016 年度）

（2019 年度）

（2023 年度）

（2028 年度）

基準年度

実績

中間年度

目標年度

173,755

168,853

162,724

152,181

948

915

871

（▲2.9％）

（▲6.3％）

（▲10.8％）

976

（ｇ/人・日）
（２）最終処分率

平成 28 年度

令和元年度

令和 5 年度

令和 10 年度

（2016 年度）

（2019 年度）

（2023 年度）

（2028 年度）

基準年度

実績

中間年度

目標年度

12.3

12.4

11.9

（▲0.8 ポイント）

（▲0.7 ポイント）

（▲1.2 ポイント）

最終処分率
（％）

13.1

（３）温室効果ガス排出量

温室効果ガス
排出量（t-CO2）

平成 28 年度

令和元年度

令和 5 年度

令和 10 年度

（2016 年度）

（2019 年度）

（2023 年度）

（2028 年度）

基準年度

実績

中間年度

目標年度

63,549

37,759

32,322

（＋41.4％）

（▲16.0％）

（▲28.1％）

44,953

・環境目標３ 生物多様性
令和元年度（2019 年度）

内容

長
期
目
標

実績

（１）市内で種の絶滅を招かない
392 種（令和元年（2019 年）1 月時点）
（２）市内における生き物の生息・生育状況
を把握する

現状、絶滅した種は認定されていない
平成 24 年（2012 年）３月末時点：3,637 種
令和 2 年（2020 年）３月末時点：4,236 種
（599 種追加）

（１）市内で生息・生育が確認されている

令和元年度（2019 年度）追加種数：28 種

生き物の種数の増加（在来種を対象とする） ※在来種：25 種 外来種：２種 保留：１種

短
期
目
標

平成 30 年度（2018 年度）（戦略見直し年）:
（２）市民等の生物多様性への関わりの拡大
※延べ人数

11,736 人
令和元年度（2019 年度）（戦略１年目）：
5,800 人

短期目標の（２）の内訳
平成 30 年度

内容

（2018 年度） （2019 年度）

写真の応募数（延人）
生物調査
関係

令和元年度

55

174

生きもの調査隊での生きもの情報登録数（延人）

4,966

111

いきものはっけん（夏）

1,492

1,000

いきものはっけん（冬）

1,283

806

76

130

甲山自然

養成講座

環境セン

ボランティア活動

655

615

ター関係

イベント・その他

3,209

2,964

11,736

5,800

合計（単位：人数）
・環境目標４ 安全・快適
わがまち美化活動※１延べ参加率
令和元年度（2019 年度）

令和 10 年度（2028 年度）

実績

目標※２

17.33%

20%

※１ わがまちクリーン作戦など、地域・学校等で、まちをキレイにする活動のこと
※２ 複数の活動の参加者を含むため、延べ参加率

資料４

令和２年度（2020年度）版環境報告書に対する西宮市環境審議会委員の意見及び回答
ページ数

委員の意見

回答

文章表現で「くらし」など平仮名を用いた表記が多くなっ
各ページ

ていますが，柔らかさを出すという意味では良いと思うの

環境学習都市宣言及び、第３次環境基本計画での表現と統

ですが，特に文の途中に言葉が来る場合に少し読みずらい

一するため、平仮名を使用しております。

ので改善を検討していただけるとありがたいです。
p1「環境都市宣言」がいつ発出されたのかを明記してはど
1

うでしょうか。（p2「行動憲章」には制定日が明記されて
います。）

環境学習都市宣言の制定日は、行動憲章と同一であるた
め、省略しております。
地球温暖化対策実行計画（区域施策編）では、市域の温室

p7の表中の温室効果ガス排出量の単位（t-CO2）とp8の表
７～８

効果ガス排出量の単位としてt-CO2を使用し、一方、地球温

中の温室効果ガス排出量の単位（kg-CO2）は統一した方が 暖化対策実行計画（事務事業編）においては、kg-CO2を単
よいのではないか。p12の（３）温室効果ガス排出量の表は 位として指標を定めております。指標を統一するかについ
単位（t-CO2）となっている。

ては、今後の各計画の改定時に検討させていただきたいと
考えています。

8

p8に平成30年度の温室効果ガス排出量が算出されています
ので、これをp7の表に追記したほうが良いのでは？

p7は西宮市域全体からの温室効果ガス排出量、ｐ8は西宮市
役所の事務事業からの温室効果ガス排出量であるため、
別々に記載しています。
絶滅したかどうかの把握は、現実的には困難な内容である
ことから、「種の絶滅を招かない」という目標について

環境目標３
17

絶滅した種はないとの報告で

は、長期的に持つべき理念として計画に掲げています。こ

すが、「種の絶滅を招かない」との目標に対する方策を教

生物の多様性

の目標に対し、市としましては市民自然調査や専門家への

えてください。

調査委託などによる情報収集等により、希少種を含めた生
物の生息状況の把握に努めるとともに、それらの情報に基
づき、場所等に応じた具体的施策を個別に検討します。
レッドデータ記載種については次の３つの対応を行いま
す。
①開発行為に対して

17

レッドデータ記載種をどのようにして絶滅から守るのです
か。

生態系に配慮するよう、開発事業者と協議をします。
②生態系の保全
湿原など、希少種が生息する生態系保全に努めます。
③活動団体への支援
市民ボランティア団体等との情報共有を強化するととも
に、状況に応じて活動支援等を個別検討します。
・種の同定について
過去の文献等に基づき同定しておりますが、一部の種に

17

報告された種の同定と生息、生育状況の確認はできている
のですか。

ついて、正確な同定ができていないものがあります。
・生育状況の確認について
市民ボランティアや活動団体による情報提供の他に、市
の実施する自然調査等により把握に努めているところで
す。

ｐ23安全・快適の指標として「わがまち美化活動」が挙げ
23

られていますが、ほかにも日常生活で取り組むべき指標が
あるのではないでしょうか。

本計画の指標は、策定時に西宮市環境計画推進パートナー
シップ会議において決定しておりますので、現段階では指
標の変更は考えておりませんが、本計画の中間見直しの際
には、他の指標の追加等について検討します。
今年度は新型コロナウイルスの影響により、わがまちク
リーン大作戦が１回中止となったこともあり、本指標の実

p23わがまち美化活動
23

績が減少する可能性があります。コロナ禍により、これま

令和10年度（2028年度）の目標20%を達成させる取り組み でのような活動が出来ないこと、また終息後の状況も不透
の記載がない。

明な中、今後、どのように目標の達成に向けて取り組みを
行っていくか等について、西宮市環境計画推進パートナー
シップ会議において検討していきたいと思います。

1 ページ

資料４

令和２年度（2020年度）版環境報告書に対する西宮市環境審議会委員の意見及び回答
ページ数

委員の意見

回答

文章表現で「くらし」など平仮名を用いた表記が多くなっ
各ページ

ていますが，柔らかさを出すという意味では良いと思うの

環境学習都市宣言及び、第３次環境基本計画での表現と統

ですが，特に文の途中に言葉が来る場合に少し読みずらい

一するため、平仮名を使用しております。

ので改善を検討していただけるとありがたいです。
p1「環境都市宣言」がいつ発出されたのかを明記してはど
1

うでしょうか。（p2「行動憲章」には制定日が明記されて
います。）

環境学習都市宣言の制定日は、行動憲章と同一であるた
め、省略しております。
地球温暖化対策実行計画（区域施策編）では、市域の温室

p7の表中の温室効果ガス排出量の単位（t-CO2）とp8の表
７～８

効果ガス排出量の単位としてt-CO2を使用し、一方、地球温

中の温室効果ガス排出量の単位（kg-CO2）は統一した方が 暖化対策実行計画（事務事業編）においては、kg-CO2を単
よいのではないか。p12の（３）温室効果ガス排出量の表は 位として指標を定めております。指標を統一するかについ
単位（t-CO2）となっている。

ては、今後の各計画の改定時に検討させていただきたいと
考えています。

8

p8に平成30年度の温室効果ガス排出量が算出されています
ので、これをp7の表に追記したほうが良いのでは？

p7は西宮市域全体からの温室効果ガス排出量、ｐ8は西宮市
役所の事務事業からの温室効果ガス排出量であるため、
別々に記載しています。
絶滅したかどうかの把握は、現実的には困難な内容である
ことから、「種の絶滅を招かない」という目標について

環境目標３
17

絶滅した種はないとの報告で

は、長期的に持つべき理念として計画に掲げています。こ

すが、「種の絶滅を招かない」との目標に対する方策を教

生物の多様性

の目標に対し、市としましては市民自然調査や専門家への

えてください。

調査委託などによる情報収集等により、希少種を含めた生
物の生息状況の把握に努めるとともに、それらの情報に基
づき、場所等に応じた具体的施策を個別に検討します。
レッドデータ記載種については次の３つの対応を行いま
す。
①開発行為に対して

17

レッドデータ記載種をどのようにして絶滅から守るのです
か。

生態系に配慮するよう、開発事業者と協議をします。
②生態系の保全
湿原など、希少種が生息する生態系保全に努めます。
③活動団体への支援
市民ボランティア団体等との情報共有を強化するととも
に、状況に応じて活動支援等を個別検討します。
・種の同定について
過去の文献等に基づき同定しておりますが、一部の種に

17

報告された種の同定と生息、生育状況の確認はできている
のですか。

ついて、正確な同定ができていないものがあります。
・生育状況の確認について
市民ボランティアや活動団体による情報提供の他に、市
の実施する自然調査等により把握に努めているところで
す。

ｐ23安全・快適の指標として「わがまち美化活動」が挙げ
23

られていますが、ほかにも日常生活で取り組むべき指標が
あるのではないでしょうか。

本計画の指標は、策定時に西宮市環境計画推進パートナー
シップ会議において決定しておりますので、現段階では指
標の変更は考えておりませんが、本計画の中間見直しの際
には、他の指標の追加等について検討します。
今年度は新型コロナウイルスの影響により、わがまちク
リーン大作戦が１回中止となったこともあり、本指標の実

p23わがまち美化活動
23

績が減少する可能性があります。コロナ禍により、これま

令和10年度（2028年度）の目標20%を達成させる取り組み でのような活動が出来ないこと、また終息後の状況も不透
の記載がない。

明な中、今後、どのように目標の達成に向けて取り組みを
行っていくか等について、西宮市環境計画推進パートナー
シップ会議において検討していきたいと思います。

1 ページ

ページ数

委員の意見

回答

p7以降の各環境目標の冒頭の表ですが、ポイントをわかり
各ページ

やすくするため表の頭に簡単なキャプションを記入してはど
うでしょうか。例えば「平成２９年度温室効果ガス排出量
は（〇〇の要因により）前年度比約９％減少」のように。
p7, p12, p17, p23 タイトル右にSDGsの17の目標のうち該

各ページ 当するものが掲載されているが、何らかの説明が必要では
ないだろうか。
p4「計画の基本的事項」にいきなり第３次の説明からはじ
4

めるのではなく

第１次西宮市環境基本計画からの流れを

ごく簡潔に明記しては？
①p7の環境目標１「低炭素」の現状課題において、p8で
『民生部門では、基準年度比52.8%の増加となっており、家
庭部門では61.3%と高い増加』と記されています。大きな問
題意識を持つべき事象ですが、比較的スラっと流している
との印象です。後述の「資源循環」の現状課題での『１人
１日948g』の実感を伴う説得力に比べると問題提起の表現
7～８

はもっと強くてもよいと思う。また、その理由として西宮
特有の世帯数の増加要因に触れられています。世帯増によ
るCO2排出量増加は当たり前で意味のない議論ですので(日
本人口が減っている中において)、将来的には、世帯当たり
のCO2排出量を指標として家庭部門の現状把握と課題の分
析をしていただければと思います。ここでの課題認識が、
後に述べられている様々な取り組みの価値や必然性が市民

いただいたご意見については、来年度以降、記載内容を検

に(子供たちにも)理解できると思います。

討させていただきます。

（温室効果ガス排出量について）現状では市が行う事務事
8

業にかかる排出量が全体からするとどの位の割合なのかが
わかりにくい。
p8「・・・プラスチック類（ビニールなど）の含有率が増
加していることが影響していると考えられます。」と指摘し

12～

てるが、その対策がp12以降の環境目標2で明確に述べられ
ていない。
環境目標1と環境目標2はお互いに関連する目標であるの
で、連携が見える形での記載も重要なのではないか。
「2資源循環」の温室効果ガス削減について，2023・2028
年度の目標値が示されていますが，2019年度の実績値から

12

かなり厳しい値となっています。さらなる削減を目指すと
ありますが簡単に達成できる数値ではないので，取り組み
の大幅な追加か現状に合わせた目標値の再設定の検討が必
要かと思います。
p12環境目標２の令和元年度温室効果ガス排出量が基準年度

12

比４１．４％増となったことの要因分析と改善に向けた取
組方針がよくわかりません。
p17 はじめの表の短期目標（1）

17

左に「在来種を対象とする」とありますが，右では外来種
を入れた種数にしている点に違和感があります。

18

p18ナラ枯れ問題の、生物多様性の目標における位置づけを
明確にするほうが良いのでは。

※上記以外の文言等軽微な点のご意見については、修正させていただきました。

2 ページ

資料５

第二次西宮市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）について
１．現在の進捗状況
「第二次西宮市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）
（以下、
「計画」という。）」は、
国の「地球温暖化対策の推進に関する法律第 21 条第 3 項に基づき、市域から排出さ
れる温室効果ガスの排出抑制等に向け、市民、事業者、行政の参画と協働により、市域
の地球温暖化防止の取組を計画的に推進することを目的に、平成 31 年 3 月に策定し
ました。
計画の策定時、市民や事業者が自らの取組による効果を実感できる指標を設定するこ
とを目的に、令和元年度に省エネ行動モニター事業を実施し、令和 2 年度にその結果
を踏まえて目標を設定することとしたため、暫定的に前計画の基準年度、目標（令和 2
年度の温室効果ガス排出量を平成 2 年度比 10％削減）を引き継いでいます。
令和 2 年度に目標設定作業を進めていく中で、記載内容の時点修正や、市長が令和
3 年度市政方針において「2050 年ゼロカーボンシティ」を表明したことなどによる
大幅な見直しを行っているため、作業に遅れが生じています。
２．省エネ行動モニター事業について


目的：市民の電気・ガスの使用状況や省エネ行動の実施状況やその効果等を把握
することにより、第二次西宮市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）に
おいて市民や事業者が自らの取組による効果を実感できるような指標、目
標設定及び施策検討に活用するため



実施時期：平成 31 年 4 月～令和 2 年 3 月末



配布数：1,600



回答数：452（回答率：28.3％）



質問内容：平成 30 年 4 月～令和 2 年 3 月の毎月のエネルギー（電気・ガス）
使用量、省エネ行動の実施有無・内容



結果概要（関西大学社会資本計画研究室に分析を委託）
回答の内容は、次の 4 グループに分類された。
① 省エネ行動の実施率：低い

エネルギー削減率：低い



他の用事を行うときはテレビをつけっ放しにしない



冷蔵庫は壁から適度な間隔を空けて設置する



冷蔵庫の中はものを詰め込み過ぎないようにする



できるだけ車を使わずに、自転車や公共交通機関を利用する

② 省エネ行動の実施率：低い


エネルギー削減率：高い

暖房は 20℃、冷房は 28℃を目安に温度設定を行う
1



冷蔵庫の開閉は少なくし、長時間開けないようにする



使わないときはコンセントを抜き、待機電力を少なくする



風呂は間隔を空けずに入り、追い炊きをしない

③ 省エネ行動の実施率：高い


冷暖房の必要のないときは消すように気をつける



必要のない照明はこまめに消す

④ 省エネ行動の実施率：高い



エネルギー削減率：高い

エネルギー削減率：低い

洗濯するときはまとめて洗う

分析結果
これらの省エネ行動をあわせて実施することで、世帯人数の多い世帯を中心に
10～13％の削減効果が見込める。



分析結果より提案された内容


実施率とエネルギー削減効果から見た（啓発の）ターゲットとすべき省
エネ行動の明確化が必要。



自身の電力使用量が全市民の中でどの程度にあるかを明示することに
よる行動促進を図る。（世帯人数や電力使用量等を入力するとランクが
わかるようなツールの作成）

３．目標設定について
令和３年度西宮市施政方針において、市長は「2050 年ゼロカーボンシティ」を表明
しました。
脱炭素社会の実現のためには、大幅な技術革新とその導入が前提になりますが、市民
や事業者が「自分ごと」としてできることから始め、ライフスタイルや事業活動を転換
していくことがこれまで以上に必要となることから、中期目標の設定に当たっては、国
の地球温暖化対策計画に示された削減量をベースにしつつ、これらライフスタイルや事
業活動の転換を見込んだ目標を設定するとともに、省エネ行動モニター事業の結果を踏
まえた市民や事業者が自らの取組による効果を実感できるような目標を設定すること
としています。
また、長期的には「2050 年ゼロカーボンシティ」をめざすことを計画に位置付け、
基本的な施策の方向性を記載します。
以上の考え方を踏まえ、引き続き、地球温暖化対策部会において検討を進めていきま
す。
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資料６
西宮市環境計画推進パートナーシップ会議
地球温暖化対策部会（令和２年度）開催報告

【第１回】6 月（書面開催）


令和２年度地球温暖化対策関連事業（予定）について
西宮市家庭用燃料電池・蓄電池導入促進補助事業、西宮市省エネチャレンジなどについて
説明を行った。



令和２年度地球温暖化対策部会の開催予定
年間スケジュールを提示し、第二次西宮市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の目標に
ついて検討していくこととした。



持続可能な地域づくり ECO プラン-西宮市地球温暖化対策地方公共団体実行計画（区域施
策編）- 平成 29 年度実績報告
西宮市域から排出された温室効果ガスは 1,685,047 トン-CO2 で、基準年度（H2 年度）比
3.2％の減となった。



西宮市役所 ECO プラン-第三次西宮市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）- 平成 30
年度実績報告
西宮市役所の事務事業によって排出された温室効果ガスは 51,866 トン-CO2 で、基準年度
（H25 年度）比 4.1％の減となった。

【第 2 回】令和２年８月２５日（火）１０時～正午
出席委員：清水委員、小川委員、田中委員、西明委員、北詰委員
オブザーバー：大阪ガス（株）・加美田氏、関西電力送配電（株）・川崎氏


令和 2 年度地球温暖化対策部会の開催予定
前回提示したスケジュールを変更（開催回数を 1 回増）。



令和２年度地球温暖化対策関連事業（予定）について
西宮市家庭用燃料電池・蓄電池導入促進補助事業、西宮市省エネチャレンジなどについて
説明を行った。



省エネ行動モニター事業結果の中間報告（北詰委員より）
空調機の温度設定・必要のない照明をこまめに消す・使わないときはコンセントを抜く、の
取組を中心に、複数の省エネ行動を実施することにより 10～13％のエネルギー使用量の削
減が見込める。
1



第二次西宮市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の目標設定
事務局より提案
目標：令和 10 年度の温室効果ガス排出量を平成 25 年度比 31.0％削減
指標：令和 10 年度の家庭部門の最終エネルギー消費量を平成 25 年度比 24.2％削減



継続審議とした。

【第 3 回】令和２年 11 月２6 日（木）１０時～正午
出席委員：清水委員、津髙委員、田中委員、西明委員、北詰委員、曽我委員
オブザーバー：大阪ガス（株）・加美田氏、関西電力送配電（株）・川崎氏


省エネ行動モニター事業結果の最終報告（北詰委員より）
各省エネ行動の実施率とエネルギー使用量の削減率を見ると、
①実施率が低く削減率も低い
②実施率は低いが削減率は高い
③実施率は高いが削減率は低い
④実施率が高く削減率も高い
これら４つのグループに分類された。
市内の 80％の市民が複数の省エネ行動を実施することで 10％程度のエネルギー使用量削
減効果が見込まれる。



第二次西宮市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の目標設定
事務局より提案（前回提案した数値を時点修正）
目標：令和 10 年度の温室効果ガス排出量を平成 25 年度比 33.0％削減
指標：令和 10 年度の家庭部門の最終エネルギー消費量を平成 25 年度比
26.4％削減



国・県のカーボンゼロの表明について
国・県において、2050 年に温室効果ガス排出量実質ゼロを表明している。
全国の自治体でも表明が広がっている。
目標として掲げるか、あるべき姿（将来像）として掲げるか検討が必要。



継続審議とした。
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令和 2 年度地球温暖化対策関連事業
（環境学習都市推進課で実施したもの）
1. 家庭用燃料電池・蓄電池導入促進補助事業（R2.7.1～R3.2.15）
（当初予算額：1,300 万円

R3.2.15 に予算額に達したため、早期終了）

補助対象機器
エネファーム
（家庭用燃料電池）

補助金額

件数

40,000 円

228 件

蓄電池

20,000 円/kWh

（太陽光発電設備に接続されるもの）

（最大 50,000 円）

78 件

2. 省エネチャレンジ事業


地球温暖化の問題や省エネルギーに市民自ら自主的にチャレンジしてもらうことにより、
家庭で身近な環境問題について考える機会を作り、自分達の行動が地球環境に与える負
荷の大小に気づいてもらい、環境に配慮した行動につなげてもらう。



環境省の「2100 年未来の天気予報」の動画視聴を行う「視聴編」
、実際に省エネ行動に
取り組んでもらう「実践編」の両方に参加いただいた方に「みやたんオリジナル風呂敷」
を進呈。



107 件の応募あり。

3. その他


北部図書館で実施されるブックフェアで、温暖化関連の書籍を紹介いただくとともに、図
書館入口に学習パネルを設置した。
（R2..8.4～9.18）



市立公立小学校に通う全小学生に配布した「エコカード限定版」で、4 つのテーマのうち
1 つをエネルギーに設定し、子供達自身の学習を促した。
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令和 3 年度地球温暖化対策に係る主な事業
1. 西宮市エコ・エネルギー設備導入促進補助事業
エネファーム・蓄電池に対する補助を継続するとともに、蓄電池と同時に太陽光発電設備を
導入する場合の加算補助制度を新たに設ける。

2. にしのみや省エネチャレンジ事業２０２１


省エネ設備の導入促進のため、冷蔵庫などの家電製品の省エネ型への買替に対して、
5,000 円相当の QUO カードを進呈する。



省エネアンケートの回答者にオリジナルデザインのマイボトルを進呈するとともに、電
気・ガスの使用量が削減できた家庭に対しては、1,000 円相当の

QUO カードを進呈す

る。

3. 森林調査保全事業
温室効果ガスの削減や災害防止を目的とした森林環境譲与税を活用した森林調査保全事業に
着手する。

4. 廃棄物発電の庁舎への供給
西部及び東部総合処理センターの廃棄物発電によるカーボンフリー電力を、公共施設にモデ
ル的に実施する。

5. 地球温暖化対策実行計画(事務事業編）の改定
西宮市の事務事業から排出される温室効果ガスの削減を強化するため、計画を改定する。

6. 公共施設の LED 化の推進
公共施設の計画的な LED 化を推進するため、ロードマップを作成する。

4

西宮市環境計画推進パートナーシップ会議

資料７

廃棄物減量推進部会（令和 2 年度）開催報告

第 1 回 廃棄物減量推進部会
開催日時：令和 2 年 8 月 28 日（金）10:00～12:00
出席委員：花田委員、石川委員、小川委員、野島委員、藤井委員、樋口委員、山崎委員、
川越委員、櫻田委員、安部委員
主な議題と議事概要について
1.

令和 2 年度 西宮市廃棄物減量推進部会 構成メンバー


2.

委員及び事務局職員の紹介

コロナ禍における事業系廃棄物対策の方針


本市にとって喫緊の課題である事業系ごみの減量施策として、高い減量効果が
期待できる有料指定袋の導入及び処理手数料の改定を検討してきた。しかしな
がら、コロナ禍により低迷している事業活動及び経済活動への影響を考慮し、処
理手数料の改定は見送り、単純指定袋の導入を進めることとする。

3.

意見提出手続（パブリックコメント）素案資料の確認


「西宮市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の改正について～指定袋制度の導
入及び分別区分の見直し～（素案）
」に関する考え方及び内容の調整を行う。

4.

新規施策に関するスケジュール（案）について


今後の具体的な施策と導入に向けたスケジュール（案）を提示した。

第 2 回 廃棄物減量推進部会（書面開催）
意見提出期間：令和 3 年 1 月 22 日（金）～令和 3 年 1 月 29 日（金）
意見提出委員：花田委員、石川委員、小川委員、野島委員、藤井委員、樋口委員、
山崎委員、川越委員、櫻田委員、安部委員
主な議題と議事概要について
1.

「廃棄物の処理及び清掃に関する条例の改正（素案）」にかかる意見提出手続
（パブリックコメント）の実施結果について

（１）
「コンテナ収集方式から袋収集方式への変更について」


「缶・ペットボトル」及び「その他不燃ごみ」について、素案通り「袋収集方
式」とすべきか、あるいは「コンテナ収集方式」とするか、改めて各委員より
意見聴取を行った。

（２）その他


パブリックコメントにて寄せられた意見を踏まえ、素案全体に対する意見聴取
を行った。

⇒ パブリックコメント及び各委員からの意見を踏まえて素案の内容を一部見直すこと
とした。
2.

新規施策に関するスケジュール（案）について


今後の具体的な施策と導入に向けたスケジュール（案）を提示した。

■分別区分の見直し及び収集形態について
①現状の分別区分及び収集形態
分別収集区分
対象品目
生ごみ・プラスチック製品・皮革・ゴム類・小型複合製品・再
もやすごみ
資源化できない紙・布・傘・小型家電 等
その他プラ
容器包装プラスチック
もやさないごみ
資源A
資源B
ペットボトル
粗大ごみ

②令和４年４月～
分別収集区分
もやすごみ
その他プラ
もやさないごみ
資源A
資源B
ペットボトル
粗大ごみ

③令和８年度～
分別収集区分
もやすごみ
ご
み

資
源

その他不燃ごみ
粗大ごみ
缶・ペットボトル
びん
その他プラ
紙資源等

ガラスびん・スチール缶・アルミ缶・陶磁器・小型金属製品・
ガラス製品・小型家電・電池・スプレー缶・蛍光灯 等
新聞・紙パック・ダンボール
古着
雑誌・チラシ・雑紙・紙箱 等
ペットボトル
家電品（家電4品目除く）・家具類・寝具類 等

収集形態

収集回数

袋

週2回

透明袋

週1回

コンテナ

週1回

紐十字縛り
透明袋
紐十字縛り
コンテナ
現物のまま

対象品目
収集形態
生ごみ・プラスチック製品・皮革・ゴム類・小型複合製品・再
専用指定袋
資源化できない紙・布・傘・小型家電 等
専用指定袋
容器包装プラスチック
ガラスびん・スチール缶・アルミ缶・陶磁器・小型金属製品・
ガラス製品・小型家電・電池・スプレー缶・蛍光灯 等
新聞・紙パック・ダンボール
古着
雑誌・チラシ・雑紙・紙箱 等
ペットボトル
家電品（家電4品目除く）・家具類・寝具類 等

対象品目
生ごみ・プラスチック製品・皮革・ゴム類・再資源化できない
紙・布 等
小型複合製品・傘・小型家電、陶磁器・小型金属製品・
ガラス製品・スプレー缶・電池・蛍光灯 等
家電品（家電4品目除く）・家具類・寝具類 等
スチール缶・アルミ缶・ペットボトル
ガラスびん
容器包装プラスチック
新聞・紙パック・ダンボール・雑誌・チラシ・雑紙・紙箱・紙袋
等
古着

コンテナ
紐十字縛り
透明袋
紐十字縛り
コンテナ
現物のまま

月1回
月2回
月2回
随時

収集回数
週2回
週1回
週1回
月1回
月2回
月2回
随時

収集形態

収集回数

専用指定袋

週2回

共通指定袋

週1回

現物のまま
共通指定袋
コンテナ
共通指定袋

随時
週1回
月2回
週1回

紐十字縛り
共通指定袋

週1回

資料８
西宮市環境計画推進パートナーシップ会議
生物多様性推進部会（令和 2 年度）開催報告
第 1 回 生物多様性推進部会
開催日時：令和 2 年 11 月 12 日（木）13:30～ 甲山自然の家にて
出席委員：服部委員、遠藤委員、小川委員、米山委員、高橋委員、鈴木委員
主な議題と議事概要について
【報告事項】
（１）生物多様性にしのみや戦略 指標の進捗状況について・・・省略
※配付資料の環境報告書をご参照ください。

（２）今年度の市内のナラ枯れ被害状況について
本市のナラ枯れ被害は、平成 24 年度に社家郷山
キャンプ場周辺の２本のコナラで初めて確認され、

ナラ枯れ被害本数
2500
本
2000

平成 25 年度も社家郷山キャンプ場周辺で２本の
1500

被害が確認された。
被害木の伐倒・燻蒸などの対策を進めてきたが、
平成 28 年度には市内全域に被害が拡大し、被害本
数は 2,077 本に、平成 29 年度は 2,028 本となった。
平成 30 年度は 1,149 本、令和元年度は 513 本、
そして令和２年度は 333 本と近年は減少傾向にある

1000
500
0

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2
本数 2 2 86 549 207 202 114 513 333

が、今後も引き続き経過を観察する必要がある。

（３）甲山湿原の調査結果について
市で実施した甲山湿原の調査結果について、情報共有を行った。
〇これまでの経緯と現状について
甲山湿原は、甲山（標高 309ｍ）の北東側山麓に位置する、しみ出してきた湧水によって涵
養される湿原である。西宮市では、昭和 49（1974）年 3 月 20 日に市指定天然記念物に、昭和
50（1975）年 12 月 1 日には甲山町、仁川町の一部約 7．09ha を生物保護地区（甲山湿原）
として指定し、当該地区の中で特に保護が必要な約 0．88ha を立入制限地区として指定して
いる。湿原の保全管理については、樹木の伐採、枯損木の除去、草刈作業などを実施してきた。
一方、湿原内に雨水などによる地面の浸食が原因と思われる水みちが形成され、湿原全体に水
1

が供給されず乾燥化が進んでいる。また、湿原周辺の高木の除去、草刈りなどを実施しているも
のの、湿原内へのササ類の侵入もあり、今後はより乾燥化・草原化の進行が懸念される状況とな
っている。

〇現在見られる主な動植物
1）植物
キキョウ、サギソウ、ショウジョバカマ、ノハナショウブ、ミミカキグサ、モウセンゴケ、キ
セルアザミ(マアザミ)など
2）昆虫類
ハッチョウトンボ、ヒメタイコワチ、ヒメアカネ、キタキチョウ、ヒメウラナミジャノメ、オ
オカマキリなど
〇今後必要な対応内容について
①希少生物の生育状況・生育範囲の把握
②湿原内の対策
１）地形の改善
２）植生管理（ネザサ、ススキ生育範囲への対策）
③流入部および流出部対策
④周辺樹林対策

【協議事項】
〇甲山湿原の今後について
調査結果の内容を踏まえ、現地確認を行いながら、必要な作業内容や作業箇所について確認をし
た。
・全体的な方向性として、湿原を自然のまま放置するのではなく、保全するために必要な手を加え
ていくこととする。
・湿原内の水みちを解消するために地形を整え、湿原全体に水が供給されるようにする。
・湿原周辺のササ類や高木などについては、順次伐採等を行い、周辺の樹木による水分の蒸散を防
ぐ。

以 上
2

資料９

令和元年度

環境まちづくりフォーラム

開催結果報告

～これからの環境学習都市としての西宮～
■日 時：令和元年 5 月 18 日 (土) 13:15 ～ 15:45
■場 所：西宮市役所東館 8 階大ホール
■参加者：95 名 (内訳)一般参加者 73 名、出演者 8 名、事務局・関係者

14 名

■プログラム：
◆開会挨拶 (13:15 ～)
田村 比佐雄 副市長
◆基調講演（13：20～）
「わたしたちを取り巻く環境の現状」
講師：兵庫県立大学 名誉教授 服部 保 氏
大阪産業大学 教授 花田 眞理子 氏
第 1 部の基調講演では、
『私たちを取り巻く環境の現状』をテーマに、服部様には、
「生物多様性と防災」の視点から、花田様には、「廃棄物と地球温暖化」の視点から
ご講演いただきました。
服部様には、人も含めて生物は「食う」、「食われる」、「寄生・共生」などの生
物のつながりがなければ生きていくことはできず、他の生物への依存度が高い場合は、
それを失うと生きていけないことから、「自分たちが生きていくために」生物多様性
を守ることが必要であることや、「かつては普通種であったものが危惧種になり、身
近なものとなっていること」、「西宮市では環境学習施設が６つもあり多様性保全の
体制づくりが整っていること」、「西宮市では、生物多様性と防災・減災の視点とを
一体化した考え方を実行に移してきたこと」などの現状をご紹介していただきました。
また、花田様には、「温暖化について、緩和策と適応策の紹介」、「３R の優先順
位付けが必要であり、リサイクルはエネルギーを大量に使用してしまうこと」、「西
宮市では県に先駆けて２R に力を入れていること」などの現状についてクイズを交え
てご紹介いただきました。
その後、西宮市環境学習都市推進課の職員より、「第３次西宮市環境基本計画につ
いて」説明をしました。
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◆第 2 部 パネルディスカッション
(14:30 ～)
『地域に根ざした環境活動の推進』
【パネリスト】
樋口 賢一 氏（西宮市環境衛生協議会 会長）
前田 文信 氏（NPO 法人海浜の自然環境を守る会 理事長）
野島 比佐夫 氏（西宮市商工会議所 常務理事）
花田 眞理子 氏（大阪産業大学 教授）
服部 保 氏（兵庫県立大学 名誉教授）
田村 比佐雄 氏（西宮市副市長）
【コーディネーター】
小川 雅由

氏（NPO 法人こども環境活動支援協会

常務理事）

第 2 部 パネルディスカッションでは、パネリストがそれぞれの立場で取り組んで
いることを紹介いただいた後、「西宮市におけるこれまでの２５年間」をテーマに、
西宮市の環境基本計画について、第１次及び第２次計画策定について、市民・事業者・
行政のそれぞれの立場で、議論してきたことで感じられたことをお話いただきました。
その後、「生物多様性部会、廃棄物減量推進部会、エネルギー推進部会」等で議論さ
れた主要なポイントについて、「目標設定に苦労したことや、市民の方が積極的に政
策提言をされていたこと」などを、お話いただきました。また、「次代に引き継ぐ地
球環境と４つの環境目標の達成に向けて」をテーマに市民の立場、事業者の立場でそ
れぞれお話いただき、市民の立場では、「地域活動の一緒に参加し、体験してもらう
ことが、環境学習につながる」等の議論が交わされました。
最後に、田村副市長より、「今回策定した第３次西宮市環境基本計画は、初めて市
民・事業者・行政のパートナーシップで作った計画であるため、行政としては環境基
本計画に記載した内容について、しっかり取り組むとともに、ごみの問題、里山の問
題といったものも含めて取り組んでいただくとともに引き続き、地域で活動されてい
る方々にご協力をいただきたい。」と市としての決意を表明し、締めくくっていただ
きました。

◆閉会挨拶
清水 明彦

氏（社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

常務理事）

◆ポスター展示。
「平成 30 年度エコポスターコンクール入賞作品展」・・・小学３年生～中学３年生
までを対象としたエコポスターコンクールで入賞した 25 作品を展示しました。

2

エココミュニティ会議

活動状況（令和２年度実績①）

資料10
令和3年4月30日現在

地区名

1

学

文

エリア

鳴尾北・小松
小学校区

発足年月

2006年3月

活動内容

構成人数

構成団体

約２５名

コミュニティ協会
環境衛生協議会
社会福祉協議会
自治会、子ども会
公民館活動推進員
鳴尾北小学校
小松小学校
学文中学校
地域事業者 等

2

浜脇・
香櫨園

浜脇中学校区

2006年12月

約１０名

環境衛生協議会
社会福祉協議会
自治会、婦人会
青少年愛護協議会
地域事業者
浜脇児童館 等

3

塩

瀬

塩瀬支所管区

2007年2月

約１５名

自治会、町会

東

甲東コミュニ
ティ委員会エ
リア

4

5

甲

春

風

春風小学校区

2007年2月

2007年10月

等

コミュニティ協会
環境衛生協議会
青少年愛護協議会
ごみ減量等推進員
地域事業者 等

●マイバッグ持参運動の取り組み（回覧チラシ・店内放送・のぼり
及びポスター掲示による呼びかけ）。
●中学生が作成したマイバッグの地域店舗内での貸し出し。
●「学文プレイパーク」での啓発ブースの設置【中止】

●地域事業者主催の「防災士講演会」への協力
●「大阪湾生き物一斉調査」への協力【中止】
●浜脇児童館・西宮市貝類館と協働での「貝殻のオーナメントづく
り」の実施【中止】
●西宮・浜脇のふるさとづくり『「えびすかき」から「人形浄瑠
璃」へ』の支援【中止】
●環境活動だよりを作成・配布。

●名塩川周辺でのホタル調査
●カワニナ調査【中止】
●ホタル勉強会（観賞会）の開催【中止】

備考

令和３年度
補助金申請：○

令和３年度
補助金申請：○

令和３年度
補助金申請：○

●ごみ減量に向けた勉強会の実施
●ごみ減量に向けた啓発物の作成、配布
●「甲東環境活動作品展」を開催【中止】。
●地域の中学生との協働による夏祭りでのゴミ分別指導の実施【中
止】。

令和３年度
補助金申請：○

約１５名

環境衛生協議会
社会福祉協議会
青少年愛護協議会
子ども会、PTA
民生・児童委員 等

●春風小学校 ３年生 自然体験活動「甲子園浜生き物探し」の支援
●春風小学校 ６年生 花の寄せ植え支援
●甲子園口地区との交流会、上甲子園中学校の花植えを支援
●春風小学校児童を対象とした自然体験会の実施【中止】
●公民館活動推進員会と共催でしめ縄作り教室を実施【中止】
●春風小学校主催の春風フェスティバルにてエコ工作を実施【中
止】
●エコいえ工作教室の実施【中止】

令和３年度
補助金申請：○

環境衛生協議会
青少年愛護協議会
PTA、児童館
平木小学校
平木中学校
児童館 等

●平木小学校渡り廊下への「グリーンカーテン」の設置
※例年、児童と一緒に作業を行うが令和２年度の参加はなし。収穫
物を使った「ひらきエココミクッキング」も中止。
●コンポストの作成
●夏休みに省エネ活動を行う「ミッションビンゴ」を実施。
●「ひらきまつり」への啓発ブースの設置【中止】
●活動だよりを作成・配布。

令和３年度
補助金申請：○

自治会、町会
青少年愛護協議会
福祉会 等

●甲子園浜で生きもの観察をする「浜辺の生きもの探し」を実施
【中止】
●しめ縄作り教室を実施【中止】

令和３年度
補助金申請：-

●甲陽園小学校３年生の自然体験学習の支援（大池の生きもの調
査）。
●甲陽園小学校特別支援学級の苗の受付支援
●大池でのもんどりを使った生物調査を実施
●大池に生息する水生生物に関する勉強会の実施
●大池周辺の樹木への名札の設置

令和３年度
補助金申請：○

●今後の活動やメンバー等の体制について検討

令和３年度
補助金申請：-

約２０名

6

平

木

平木小学校区

2008年1月

約１5名

7

浜甲子
園

南甲子園・甲
子園浜小学校
区

2008年6月

約１０名

8

甲陽園

甲陽園小学校
区

2009年1月

約１０名

青少年愛護協議会
環境衛生協議会
大池管理委員会
コミュニティ協会
甲陽園小学校
自治会 等

9

高

高木地区環境
衛生協議会エ
リア

2009年1月

約１０名

メンバー検討中

約２０名

コミュニティ協会
環境衛生協議会
社会福祉協議会
青少年愛護協議会
自治会、PTA
公民館活動推進員
甲子園口商店連合会
上甲子園小学校
鳴尾北保育所
瓦木みのり保育所 等

●上甲子園小・中学校の花植えを支援
●コロナ禍で努力していることなどの絵、作文などを募集し、公民
館にて展示会「コロナさんへのお手紙」を実施
●木の枝やどんぐりを使ったエコクラフト教室の実施【中止】
●甲子園口商店街で行われる「歩行者天国」でブースを設置。活動
報告のポスターを展示した【中止】

令和３年度
補助金申請：○

約６０名

[神原安心の町づくり懇談会}
コミュニティ協会
環境衛生協議会
社会福祉協議会
青少年愛護協議会
自治会、PTA
老人会、防犯協会
スポーツクラブ２１
自主防災会
民生児童委員
公民館活動推進員
補導委員 等

●「みんなの花だん」の維持管理。
●「くすのき広場」の草刈り
●安心の町づくり懇談会としての防災・防犯に関する地域懇談会等
の開催【中止】。

令和３年度
補助金申請：○

木

甲子園
10
口

11

神

原

上甲子園小学
校区

神原小学校区

2009年2月

2009年2月
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資料 11
令和２年度「EWC エコカード 2020 限定版」及び「エコチャレンジブック」について
～コロナ禍における環境学習の取組み～
本市では、持続可能なまちづくりを目指して、環境学習に関する様々な取り組みを進めております。令
和２年度については、小学生を対象とした学習ツールである「EWC エコカード」を、コロナ禍である現
状を踏まえて、家庭内で取り組める内容及び運用方法に改め、新たに作成した小冊子「エコチャレンジブ
ック１号（水＆エネルギー編）」及び「エコチャレンジブック２号（食＆ごみ編）」とともに、市内公立小
学校の全児童に配布を行いました。
※EWC とは、
「地球ウォッチングクラブ・にしのみや」の英語表記“Earth Watching Club”の頭文字を
取ったもので、学校や地域、店舗など日常の様々な場面で環境学習を行う事でスタンプが押してもらえ
るエコカード・エコスタンプシステムを中心に、子供の発達段階に応じて自主的・継続的・総合的に環
境活動に関わることのできる西宮独自の環境学習システム。1992 年にスタートし、環境省実施の全国
事業「こどもエコクラブ事業」のモデルにもなりました。

◇エコチャレンジブックの内容
・児童や保護者にとって身近で、環境との関わり合いの深いテーマでまとめたテキスト調の小冊子
【水＆エネルギー編】「エコチャレンジブック１号」（令和２年 10 月配布）
【食＆ごみ編】

「エコチャレンジブック２号」
（令和３年 １月配布）

・発達段階に応じて、１-２年生用、３-４年生用、５-６年生用の３種類を作成。

◇従来のエコカードの運用方法との違い
＜従来＞

＜令和２年度＞

地域の清掃活動への参加や、お店でエコ商品を

エコチャレンジブック内に設定された全ての課題

購入した際などに、地域住民や店員からエコカ

（一部、家族と一緒に取り組むものあり）に取り組

ードにスタンプを押印してもらい、スタンプを

み、その中で得た気づきや実践した行動などをエコ

一定数集めて提出すれば、アースレンジャーに

カードに記載して提出すれば、アースレンジャーに

認定される。

認定される。
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◇認定基準
従来の取り組みとの継続性を重視し、一定の条件を満たした児童を、引き続き、アースレンジャー
（地球を守る人）
、アースレンジャー＋（プラス）
、アースレンジャー６へと認定することとした。認定
基準については、次のとおり。
◆アースレンジャー
・エコチャレンジブック１号の全ての課題に取り組む。
◆アースレンジャー＋（プラス）
・エコチャレンジブック１号および２号の全ての課題に取り組む。
◆アースレンジャー６
１～５年生まで毎年アースレンジャーになっている児童が、６年生でもアースレンジャーになる。
※例年実施しているアースレンジャーファミリー、エコメッセンジャー、エコトレードのＥＷＣサブシ
ステムについては中止。

◇認定状況（令和３年４月 30 日時点）
◆アースレンジャー 認定者数 ３，７８４人
◆アースレンジャー＋（プラス） 認定者数 ２，９０６人
◆アースレンジャー６ 認定者数 １２４人

◇令和３年度 EWC エコカード事業の予定について
上記の令和２年度事業の結果を踏まえて、引き続き、コロナ禍においても子供達が自主的かつ継続的
に環境学習に取り組めるツールとして、夏頃に配布できるよう準備を進めております。

