
令和3年度（2021年度）第2回ＰＳ会議（書面会議）に対する意見等

番号 章（頁番号） 項目 区分 委員の意見等 回答 担当

1 ［資料１－１］ 6 質問

リサイクル率が下がった理由として紙の回収量が減少しているためと記

載している。［資料4-1］ではリサイクル量は減少しているが、リサイ

クル率は増加しているのではないか。

基準年度（平成28年度）比からみて、リサイクル量、率ともに減少している

という意味になります。以後、分かり易い表現に努めます。
美化企画課

2 ［資料１－１］ 3 感想
消費者は便利さや安全性、コストを考える人が多い。市民・行政・事業

者が共に考える参画と協働の環境学習が改めて必要。

環境学習都市

推進課・美化

企画課

3 ［資料１－１］ 7 感想

生産緑地の問題で、身近な自然から子供が学べるために、市が生産緑地

の維持や公園としての活用を検討しているということを知り、市民とし

て安心した。

花と緑の課

4 ［資料１－１］ 9 感想

エココミュニティ会議の記述があるが、会議の有無に関わらずEWCの

活動をしているところも多い。また、活動報告書を見て、コロナ禍の

中、様々な地域団体と活動しているなど参考になった。

環境学習都市

推進課（学習

Ｔ）

5 ［資料１－１］ 9 意見

エココミュニティ会議の記述があるが、設置要綱では、基本的に中学校

区で設置となっており、既に市内全域でほぼ設置されていると思われ

る。会議数について目標と現状の乖離があるのか、また目標数があるの

であればそれを明記する、或いは設置空白地帯等があるのであれば地図

に落とすなどの工夫が必要ではないか。

ご指摘いただいた点を踏まえ、以後、分かり易い記載内容に努めます。

環境学習都市

推進課（学習

Ｔ）

6 ［資料１－２］ 2 意見

「資料1-2」の目標のうち、「1.低炭素」と「2.資源循環」の【今後の

展開】については、制度を通じた社会変革が必要と考える。例えば低炭

素型ライフスタイルのへの転換は、転換を推進する制度が必要であり、

生活系ごみや事業系ごみの削減も同様である。また、啓発や情報提供は

必要なことだが、それに加えて、取り組みを進めるような制度設計や施

設・設備を増やしていくことも必要ではないか。

低炭素については、[資料3-2]の「第二次西宮市地球温暖化対策実行計画

（区域施策編）(素案)目標設定に伴う見直しの概要５／５」で、行政として

の二酸化炭素排出量の削減に向けた施策として、６つの推進方針を掲げ、制

度設計を行いました。いただいたご意見は、引き続き、中間見直しにおいて

も、検討していきます。

また、一般廃棄物処理基本計画についても基本方針に沿った計画目標の達成

に向けての中間見直しや処理施設の更新において、環境負荷の低減、災害発

生時においても継続して処理ができるような強靭な処理施設の整備に留意

し、計画します。

環境学習都市

推進課

・美化企画課

7 ［資料１－２］ 2 意見

「資料1-2」の目標のうち、「3.生物多様性」の【今後の展開】では、

OCEM※1による保全も重要ではないか。

※1 保護地域ではないが、効果的な保全が行われている場のこと。

いただいたご意見は、今後の生物多様性の施策を推進する際に、検討させて

いただきます。
花と緑の課

8 ［資料１－２］ 2 質問

「資料1-2」の「1.低炭素」の部門別の「温室効果ガス排出量」の表

で、平成30年度の温室効果ガス排出量は、基準年度に比べ△16％であ

るが、部門別でみると産業部門以外はすべて増加している。各部門毎に

目標値を設定することで、対策までブレイクダウンしやすいと思われ

る。

[資料3-2]の「第二次西宮市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）(素案)目

標設定に伴う見直しの概要３／５」で、各部門ごとの2028年度時点の目標

については、2013年度比で35％の削減目標を掲げており、削減に向けた取

り組みについても記載しています。

環境学習都市

推進課（エネ

Ｔ）

9 ［資料１－２］ 2 意見

「資料1-2」の目標のうち、「1.低炭素」の【今後の展開】について、

「二酸化炭素の排出の少ないライフスタイルへの転換」を挙げている

が、暑熱環境が悪化している状況下での冷房による熱中症回避，アフ

ターコロナにおけるリモートワーク率の向上による分散型エネルギー消

費などの課題があり，「環境変化に応じた新しいライフスタイル」が模

索されていると考える。

アフターコロナの社会状況については、まだ不透明であり、今後、国や他自

治体の動向も注視しつつ、温室効果ガス排出量の削減に向けた取り組みを進

めていきます。

環境学習都市

推進課（計

画、エネ）

10
［資料１－２］

［資料１－３］
2 意見

「資料1-2」、「資料1-3」で環境目標として、「１.低炭素」～「４.安

全・快適」を掲げているが、これらの目標ごとのつながりを示すこと

で、市民の方々は協力しやすくなると思われる。また、「1.低炭素」の

【今後の展開】について、重要な部分をもう少し具体的に記載すれば、

よりわかりやすくなるのではないか。

環境目標のつながりについては、「第3次西宮市環境基本計画」では、コラ

ムとして「環境目標と行動目標のつながり」のところで、記載しています

が、環境報告書でも、今後、記載することを検討していきます。

低炭素の今後の展開については、現時点では、太陽光発電設備や蓄電池の導

入拡大を推進しているが、今後の国や社会情勢の変化も踏まえて、どのよう

な再生可能エネルギーを導入していくか検討していきます。

環境学習都市

推進課（計

画、エネ）

11 ［資料１－３］ 7、8 意見

「資料1-3」環境報告書7、8ページにＳＤＧｓのことが書かれており、

8ページにまとめて「関連するゴール」が書かれているが、環境学習都

市宣言を行っている市でもあり、個々の事業(事業分野）ごとに、計画

や報告書において、該当するゴールを明記をしてもよいのではないか。

「第3次西宮市環境基本計画」では、ＳＤＧｓの該当するゴールについて環

境目標に対応するように紐づけています。今後、中間見直しにおいて、個々

の事業とＳＤＧｓのゴールの紐づけについて、検討していきます。

環境学習都市

推進課（計

画）

12 ［資料２－２］ － 感想

「プラスチック・スマート・アクションにしのみや」のポスター、リー

フレットはわかりやすい。当団体としても、リーフレットの配付協力を

したいと考えている。

環境学習都市

推進課・美化

企画課

13 ［資料２－２］ － 感想

「プラスチック・スマート・アクションにしのみや」の活動が進む中

で、協力された事業者の紹介や市民活動紹介など、さまざまな取り組み

を市ホームページで取り上げる等、より活動を広げる工夫を期待してい

る。

環境学習都市

推進課・美化

企画課

※ＯＣＥＭ…保護地域ではないが、効果的な保全が行われている場のこと。
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番号 章（頁番号） 項目 区分 委員の意見等 回答 担当

14 ［資料２－２］ － 意見

「プラスチック・スマート・アクションにしのみや」について、市内の

大学や学校園など、若い世代に周知し、取り組みを進めていくことで、

将来的に良い結果となるのではないか。

いただいたご意見は、今後の活動を推進していく中で、検討していきます。

環境学習都市

推進課・美化

企画課

15 ［資料２－２］ － 意見

「プラスチック・スマート・アクションにしのみや」で給水スポットの

整備の記載があるが、費用対効果があるのか危惧される。水の安全性を

アピールし、より活用していただく方策を考える必要があるのではない

か。

上下水道局と連携し、活用拡大に向けた施策を検討していきます。

環境学習都市

推進課・美化

企画課

16 ［資料２－２］ － 意見

「プラスチック・スマート・アクションにしのみや」のリーフレット

で、市民の役割が記載されているが、市民の中にも、年代や家庭での役

割によって、ステークホルダーが異なる。より細分化した設定が望まし

い。

いただいたご意見は、今後の活動を推進していく中で、検討していきます。

環境学習都市

推進課（計画

Ｔ、学習Ｔ）

17 ［資料２－２］ － 意見

「プラスチック・スマート・アクションにしのみや」は、今後、必要な

取り組みだと思う。市民向けの啓発イベント(映画上映や講演会など)を

事業者と市で共催で実施できればよいのではないか。

いただいたご意見は、今後の活動を推進していく中で、検討していきます。

環境学習都市

推進課・美化

企画課

18 ［資料２－２］ － 意見

「プラスチック・スマート・アクションにしのみや」について、市民は

マイバッグなどを持参しているが、スーパーの野菜パックがレジで回収

してもらえたら良いと思う。

また、市で行われる諸団体の会議においても、ペットボトル飲料の提供

は廃止にしてもよいのではないか。

ご意見の内容も含め、市内事業者に対して、プラスチックごみ削減に向けた

啓発を行います。

なお、西宮市では、令和2年度に「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、市で行われる会議においては、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してま

す。

環境学習都市

推進課・事業

系廃棄物対策

課

19 ［資料２－２］ － 意見

「プラスチック・スマート・アクションにしのみや」の策定は、海洋プ

ラスチックをきっかけに注目が高まった背景があるが、製造→購買→利

用→回収→リサイクルの流れに乗っている限りは問題が小さいため，

「ポイ捨て」などの管理できない状況によるプラスチックの拡散が大き

な問題となっているのではないか。

本市では、地域の清掃活動や個人でごみ拾いができるアプリ「ピリカ」を導

入しており、海へ流れ込むプラスチックごみの削減に向けて参加者の拡大を

図っていきます。

環境学習都市

推進課・美化

企画課

20 ［資料３－２］ 2/5 意見

「市民・事業者の意識－第３章関係ー」では、事業者の脱炭素社会に向

けた認識不足に対する働きかけが必要と感じる。また、「西宮市の特

性」にコミュニティバスの運行があるが、バスの自動運転・非化石燃料

化の検討をしてはどうか。

いただいたご意見は、中間見直しの際に、検討させていただきます。

環境学習都市

推進課（エ

ネ）

21 ［資料３－２］ 5/5 意見

第８章関係の「六つの推進方針」では、市民、事業者に対して具体的な

働きかけが必要ではないかと思う。また、「3.自然豊かで環境負荷の少

ない都市基盤の整備」にOECM（ビオトープなどの生物多様性の域内保

全）の視点を取り入れること、「5.これからの地球温暖化対策を推進す

る地域活動の活性化とひとづくり」では、市内の大学との連携を進める

ことを検討してはどうか。

いただいたご意見は、中間見直しの際に、検討させていただきます。

環境学習都市

推進課（エ

ネ）

22 ［資料３－２］ 5/5 意見

第８章関係の「推進方針1」の省エネ行動モニター事業の記載につい

て、取り組みは一過性のものではなく、IOTやAIなどの技術も応用し，

持続可能な取り組みであるという内容の文章が望ましい。

いただいたご意見は、中間見直しの際に、検討させていただきます。

環境学習都市

推進課（エ

ネ）

23 ［資料３－３］ － 意見

実際の市民の意識は、喫緊の環境問題の現状に意識が追いついていない

という声を受け止め、市として環境施策を展開していく必要があるので

はないか。

いただいたご意見は、中間見直しの際に、検討させていただきます。

環境学習都市

推進課（エ

ネ）

24 ［資料４－２］ － 意見

令和2年度のごみ組成分析結果について、燃やすごみとして出された中

に、「リサイクルできるもの」の割合が増えたのが残念である。事業系

ごみでは、「古紙」が増えているが、古紙はリサイクルされていると考

えていいのか。

事業系ごみの組成分析については、例年、3業種の分析結果の平均値をお示

ししています。各業種の分析は1回ずつであるため分析の精度は決して高い

ものとはいえず、分析時に使用する検体の状態によって数値の変動幅が大き

くなることは否定はできません。依然として資源化が可能な古紙類や本来、

産業廃棄物である廃プラ等が混入し続けているため、今後も引き続き事業者

に対する周知啓発に努め、事業系ごみの減量及び適正処理を推進していきま

す。

美化企画課

25 ［資料４－３］ － 意見
指定袋制度の周知啓発状況について、指定袋制度の導入を啓発の好機と

捉え、積極的に説明会を展開して欲しい。

「その他プラスチック製容器包装」の分別収集時には、市民向け説明会を年

間500回以上開催した実績があり、今回も同様の手法で開催しています。今

後も引き続き、様々な広報媒体を活用しながら周知啓発に努めてまいりま

す。

美化企画課

26 ［資料４－３］ － 感想

指定袋制度の周知啓発状況について、説明会に参加したが、時間帯や土

日なども考慮されPR動画もわかりやすく好評だった。開催後は、分別

やその他プラごみの見分け方などが話題になり、住民同士で身近なごみ

問題について考えあう良い機会となった。行政による市民一人ひとりに

向けての周知啓発と同時に、自治会や各諸団体での周知が必要だと実感

した。

美化企画課
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番号 章（頁番号） 項目 区分 委員の意見等 回答 担当

27 ［資料４－３］ － 意見

指定袋制度の周知啓発状況について、所属している団体としては、コロ

ナ禍で市民への周知不足で、不安な面はあるが、地域の「ごみ減量推進

員」により、浸透を図っている状況である。現在販売店が大手の量販店

のみであり、無関心者や従わない人も当初発生すると思われるが、予定

通り4月から実施すべきである。

尚、3月下旬に市内全所帯への指定袋配布は、費用対効果の面で必要で

ないのではないか。

市内のスーパーやコンビニ等に対し、12月から１月頃より販売を開始して欲

しいと依頼しているが、現時点において取り扱い店舗が非常に少ない状況で

ある。指定袋は主に中国等の国外工場で製造されており、新型コロナ禍の影

響により製造や物流に遅れが生じている状況にである。このまま予定通り４

月から指定袋制度を実施した場合、ごみ袋を購入したくても購入できない可

能性が懸念されるため、経過措置期間を設けるかどうか検討中です。令和３

年３月の条例改正後、複数回に渡って市政ニュースにて指定袋制度が始まる

ことを周知してきたが、まだまだ制度が始まることを知らない市民がおられ

ることから、制度開始前の最後の広報として、サンプルの全戸配布を実施す

るものです。

美化企画課

28 ［資料５］ － 意見

生物多様性推進部会の開催結果について、市民自然調査の機会を活かし

て、自然共生社会の構築を進めて欲しい。また、生物多様性では、

「海」関連も調査していただきたい。

市民自然調査については、10年に一度ということで自然環境保全の啓発も

兼ねて実施します。その中で自然共生社会の意識醸成も図ってまいります。

海関連の調査についてですが、①港湾管理者が県であること、②市民協働で

実施するには、海に直接関わる活動が難しいこと、③海に直接関わる事業

（水質の検査や浄化の実証実験など）については実施に多額の費用が見込ま

れることの3点を踏まえ、市としては現在のところ直接海に関わる調査など

は予定しておらず、実際に取り組み可能な事業として海浜（砂浜や海浜植物

など）の保全に関する取り組みを進めています。ご理解いただきますようお

願いします。

花と緑の課

29 ［資料５］ － 感想
生物多様性推進部会の開催結果について、ナラ枯れの被害経過観察の必

要はあるが減少傾向にあるのは望ましい。
花と緑の課

30 ［資料５］ － 感想

生物多様性推進部会の開催結果について、里山の利用・整備は自然が豊

かな西宮にとっては防災の観点からも重要であり、レクリエーション的

な要素を入れながら参加することができれば、週末のリフレッシュでき

る場としての価値もあると考える。

花と緑の課

31 「その他」 － 意見
コロナ禍から回復後に、スムーズに市民協働の活動が復活するために

も、より一層各会議間の情報共有などを進めてほしい。
いただいたご意見は、中間見直しの際に、検討させていただきます。

環境学習都市

推進課

32 「その他」 － 感想

指定ごみ袋制度について、様々な市民への周知・啓発活動をしている

が、目的についてきちんと理解してもらうことで、環境問題への意識高

揚につながることを期待している。

美化企画課

33 「その他」 － 感想
全体を通して、西宮市は環境施策に頑張って取り組んでいる印象を受け

た。

環境学習都市

推進課

34 「その他」 － 意見

生活系指定ごみ袋制度がスタートすることをきっかけに市民の意識が変

わり、西宮市としての課題である家庭部門の温室効果ガスの排出割合が

減るかもしれない。自分ごととして考え、無理せずにライフスタイルを

転換していくことが重要だと考える。

いただいたご意見は、今後の活動を推進していく中で、検討していきます。
環境学習都市

推進課
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