
 

 

鈴鹿市しあわせ環境基本計画(案)に対するパブリックコメントの結果について 

 

１ パブリックコメントの実施状況 

（１）意見の募集期間   平成２４年２月１６日～平成２４年３月１５日 

 

（２）意見の提出者数・意見数   ５人・２０件 

 

（３）項目別の意見の数 

項 目 件 数 

１章 計画の概要 １

２章 本市の概況 ０

３章 本市の環境概況 １

４章 アンケート調査の結果 ０

５章 目標と基本方針・施策 １６

６章 計画の推進 ０

その他 ２

計 ２０

 

 

 

 



 

 

２ 意見の概要と市の考え方 

番号 意見の概要 市の考え方 

１章 計画の概要 

１ P1～2 計画の位置付け 他のどのような

計画と関連性があるのか分からないので相

関図などにも計画名を列記すべき。 

 

第５次鈴鹿市総合計画が上位計画であるこ

とから「相互に補完しあう関係と位置付け」

の記述を削除し，相関図を修正するととも

に，関連する個別計画を列記します。 

 

３章 本市の環境概況 

２ P17 

3‐2 生活環境 大気汚染での二酸化硫

黄・一酸化炭素，水質汚濁での地下水水質，

土壌汚染での重金属などの測定結果や測定

場所，公害の苦情処理件数も明記した方が

よいのではないか。 

 

しあわせ環境基本計画は，環境に関する施

策の基本目標や基本方針を示したものであ

り，ご指摘の主な項目については，三重県

において測定および結果の公表が行われて

います。 

 

５章 目標と基本方針・施策 

３ 本計画の目的は，実際に環境づくりに携わ

る市民や事業者にめざす環境像を理解・賛

同してもらい，協働してありたい環境づく

りをともに目指すことであり，協働という

考え方なら，市民や事業者に協力してもら

いたいことを基本方針，施策単位ごとに分

かりやすく記述してはどうか。 

例）冷暖房温度の設定は…しましょう，マ

イバッグを持参しましょう など。 

 

しあわせ環境基本計画は，環境に関する施

策の基本目標や基本方針を示したものであ

り，具体的な取組みについては，個別施策

の中で検討してまいります。 

 

 

 

 

 

４ １人あたり都市公園面積，１人１日あたり

ごみ総排出量，温室効果ガス総排出量など，

目標は数値化すべきではないか。 

 

しあわせ環境基本計画は，環境に関する施

策の基本目標や基本方針を示したものであ

り，数値目標については個別計画との整合

を図りながら，個別施策の中で検討してま

いります。 

 

 



 

 

番号 意見の概要 市の考え方 

５ 例えばクリーンエネルギー自動車の購入に

補助金を出すことは新しい物を買うことを

奨励しており，経済活動につながることか

ら産業振興というべきもので，環境と産業

をきちんと分けるべき。 

経済活動に伴う環境負荷より，新しい物を

買った方が削減効果が大きいということで

ないと環境としての補助金とならないので

はないか。 

 

様々な施策がそれぞれにおいて関連性を持

っており，明確に区分しにくい部分はあり

ますが，市として事業を行っていくうえで

は，いずれかの部門で扱うこととなり，新

エネルギービジョンに基づく事業の経緯な

ども踏まえ，環境の計画として盛り込んで

います。 

 

６ P30～32 

環境教育・学習の充実 

環境省が推進する「くらしアドバイザー」

の養成を早急に実施すべき。 

 

環境学習や環境保全活動を進めていくため

には，活動を指導・サポートする人たちの

協力が不可欠であり，これらを担うことが

できる人材の育成支援に取組んでまいりま

す。 

 

７ P30～32 

環境教育・学習の充実 

養成した人材が中心となって参加者の多い

行事で「エコ診断」などを実施し，市民の

エコ意識の啓発・向上を図るような企画を

積極的に進める。 

 

三重県地球温暖化防止活動推進センターを

はじめとする関係団体と連携・協力して，

環境出前講座やくらしの省エネ診断などを

実施していますが，今後においても引き続

いて各種イベントへの積極的な参画を図っ

てまいります。 

 

８ P30～32 

環境教育・学習の充実 

「くらしアドバイザー」など資格を有する

人材が学校や地域でも活動できる機会を創

設する。 

 

環境学習や環境保全活動を進めていくため

には，学習の機会を増やしていくことが大

切であり，イベントの実施や参画を図って

いくとともに，活動を指導・サポートする

人たちの登録制度の構築や相互派遣など人

材の活用を図ってまいります。 

 

 



 

 

番号 意見の概要 市の考え方 

９ P34～35 

【基本目標１】自然と共生する社会の構築

基本方針１ 自然環境の保全 の施策に

「地産地消の実践」を追加してはどうか。

安心安全な食を身近で確保し，エネルギー

の節約にもなり，美しい農村風景の維持に

も貢献する。 

 

基本目標・基本方針・施策については，他

の個別計画との整合を図りながら整理・体

系化しています。地産地消は第２次鈴鹿市

農業基本計画において目標実現のための方

策として盛り込まれています。 

 

１０ P35 

施策１ 森林・海岸・水辺環境の保全の文

中に「漂着ごみ対策」を入れてはどうか。

 

海岸管理は県の事務であり，関係機関と連

携した美化活動の促進にも含まれるものと

考えます。 

 

１１ P37 

施策１ 大気環境の保全に「車の乗り合わ

せ」「公用車の更新時にエコカーを導入す

る」を追加してはどうか。 

 

しあわせ環境基本計画は，環境に関する施

策の基本目標や基本方針を示したものであ

り，具体的な取組みについては，個別施策

の中で検討してまいります。 

 

１２ P37～38 

【基本目標２】生活環境の保全と創造 基

本方針２ 快適な生活環境の創造は，その

重要性から目標に格上げし，施策に「文化・

歴史的資源の活用」を追加してはどうか。

施策内容としては文化・歴史的資源を活用

した「鈴鹿らしい」地域空間の形成を図る

ため，市民に意識と理解を深め，保全活動

に協力してもらい，事業者には資源を保全

し，地域に公開してもらい，観光振興への

活用を図るなど，情報提供の機能整備を推

進してもらう。 

また，施策２ 良好な景観の形成の施策内

容に「ユニバーサルデザインやバリアフリ

ー化を取り入れた道路環境の整備」を追加

してはどうか。 

 

前計画において快適環境は分野別目標のひ

とつとしていましたが，計画策定以降，環

境に関する情勢や市民意識は大きく変化

し，市民アンケートでも地球温暖化問題が

最も関心が高く，最優先して取組むべきと

いう結果となっており，地球温暖化問題が

大きく取り上げられるに至っています。今

計画の策定にあたっては，鈴鹿市しあわせ

環境基本条例の基本方針やこれらの情勢を

踏まえて，基本目標・基本方針・施策の整

理再編を行い体系化しています。 

「ユニバーサルデザインやバリアフリー化

を取り入れた道路環境の整備」については，

具体的な取組みとして，個別施策の中で検

討してまいります。 

 

 



 

 

 

番号 意見の概要 市の考え方 

１３ P37 

施策３ 騒音・振動・悪臭の防止 自動車

から発生する騒音は道路を走行する騒音

か。どのように測定されているのか。 

 

道路交通騒音・振動を主要道路において，

騒音については５地点，振動については２

地点で測定しています。 

 

１４ P37 

施策４ 近隣環境問題への対応 野外焼却

が恒常的に発生しているが，ごみカレンダ

ーに野外焼却に対する指導や啓発を書いた

らどうか。 

 

野外焼却については広報などで指導や啓発

を実施しています。 

 

１５ P39 

【基本目標３】地球温暖化対策の推進は「低

炭素社会の創造」とした方が，新たな産業

の育成など鈴鹿市の活性化につながる積極

的なイメージになるのではないか。「低炭素

社会」は生活を根幹から変えうる可能性が

高いことから，資源有限性の観点から同様

に進められている【基本目標４】循環型社

会の構築と総合的な取組みを図ることで相

乗効果が生まれると思う。 

 

現時点では，地球温暖化という表現が広く

一般的にわかりやすいものと考えますが，

低炭素社会という表現には，目標環境像の

実現に向けて取組む姿勢が含まれるものと

して「低炭素社会（地球温暖化対策）の推

進」と併記します。 

 

１６ P40 

【基本目標４】循環型社会の構築 基本方

針１ ４Ｒ活動の推進は市民から理解しづ

らく，自治体によっては３Ｒとしている。

「限りある資源の有効利活用」「ごみ減量と

資源化の推進」など理解しやすい平易な表

現とすべき。 

 

鈴鹿市総合計画行財政経営計画において，

４Ｒ活動を通じてごみの減量化やごみの資

源化を推進する社会基盤の整備，市民への

啓発活動による環境意識の向上を図ること

を行政の使命（ミッション）と位置付けて

います。 

 

 



 

 

番号 意見の概要 市の考え方 

１７ P42 

基本方針１ 環境教育・学習の推進 鈴鹿

市しあわせ環境基本条例の趣旨を教育に活

かすため，条例についての学習を学校の環

境教育に取り入れるよう明記してはどう

か。 

 

しあわせ環境基本計画は，環境に関する施

策の基本目標や基本方針を示したものであ

り，環境教育については「三重県環境保全

活動・環境教育基本方針」に基づいて，各

学校において，主体的かつ総合的に取組み

が進められるとともに，しあわせ環境基本

条例についても子どもの状況に応じた学習

が行われているところです。 

 

１８ P44 

施策１ 市民参画による環境保全活動の支

援に「路上の喫煙防止」「空き缶ポイ捨て防

止」「落書き防止」「ごみゼロキャンペーン

の実施」などを追加してはどうか。 

 

しあわせ環境基本計画は，環境に関する施

策の基本目標や基本方針を示したものであ

り，具体的な取組みについては，個別施策

の中で検討してまいります。 

 

その他 

１９ 車道から歩道へ上る各戸前等の段差の改

善，中高校生の自転車通学が多い道路を上

り易い段差にしてほしい。 

 

参考意見として関係部局に申し伝えます。

 

２０ ○○事業所の騒音公害，ほこり等を改善す

るよう対策を考えてほしい。これからも住

宅が増えてくる地域であるから移転等も考

えてほしい。 

 

参考意見として関係部局に申し伝えます。

 

 

 

 

 

 


