
令和5年（2023年）3月 28日 

 環境部 環境政策課 

「第 3次豊中市環境基本計画」改定(素案)に関する意見公募手続の結果について 

令和5年（2023年）1月 23日から令和5年（2023年）2月 13日に実施した意見公募手続の結果は下記のとおりです。 

（１）集計結果 

①提出方法別提出人数と意見件数                           

 提出方法 提出人数（人） 意見件数（件） 

１ 郵便   

２ ファクシミリ   

３ 電子メール 1 27 

４ 電子申込システム   

５ 所管課への直接提出   

６ その他   

 合計 1 27 

（上記以外に、政策等の案の内容とは直接関係のないものはありませんでした。） 

 

②市民等の区分別人数 

 市民等 提出人数（人） 意見件数（件） 

ア 市の区域内に住所を有する者   

イ 市の区域内に事務所等を有する個人及び法人等 1 27 

ウ 市の区域内に存する事務所等に勤務する者   

エ 市の区域内に存する学校に在学する者   

オ 市税の納税義務者   

カ 意見公募手続に係る計画等に利害関係を有するもの   

 合計 1 27 

（上記以外に、政策等の案の内容とは直接関係のないものはありませんでした。） 



（２）提出意見の概要と市の考え方 

No. 該当箇所 提出意見の概要 市の考え方 

１ P11 

豊中市の環

境の概況 

地図中に「市民活動情報サロン」が載っているが、

同サロンは今年 1月末で閉所したため、削除すべきで

はないか。 

ご意見のとおり「市民活動情報サロン」を削除し、同サロ

ンの機能を移転した「庄内コラボセンター」を追記します。 

２ P15、P21 

など 

文章中に市民の活動として「豊中緑化リーダー会」

「豊中みどりの交流会」といった例示や、自然の残さ

れた場所として「島熊山や千里緑地など」といった例

示がある。実際に豊中では多くの場所で様々な団体が

活動しており、その他の取組みや活動場所が「など」

に包含（省略）されてしまっていることが残念でなら

ない。また、例示している取組みが豊中において代表

的なものであるかは、あらためて確認をしていただき

たい。 

ご意見のとおり、他に活動されている団体もございます

が、継続的に活動されている代表的な団体の記載にとどめて

います。 

 

 

 

 

３ P20 

焼却処理量

のグラフ 

P18や P21のグラフでは、「目標達成のめやす線」と

いうのが引かれているが、P20 のグラフでは年度ごと

に目標値がプロットされている。なぜグラフごとに見

せ方が異なっているのか、P20は「めやす線」を引かな

いのか。 

「第4次豊中市一般廃棄物処理基本計画」では、直線的な

めやす線ではなく、年度ごとに目標値を設定しているため、

本計画においても同様に目標値を示しています。 

４ P27 

SDGs との関

連 

「とよなかの環境」（環境報告書）では、目標3で「ゴ

ール 9」のアイコンがついているが、どうして今回は

「ゴール9」に「●」がついていないのか。もともとつ

けていたゴールを削除するというのは重大な問題であ

り、その理由は明確にすべきである。 

 SDGｓの各目標には、廃棄物施策と関連させる内容が多く

含まれています。より方向性を明確化するためにも廃棄物に

大きな関係を示す目標に限定するよう見直したものです。 

  

５ P31 

4.1.2環境情

報の提供 

「環境に関する～を行います」までの 4 行では、非

常に多様な情報の発信が行われるように感じられる

が、実際の施策では情報発信・情報提供やイベントの

開催といったありきたりな内容になっている。もっと

市民を巻き込んだPRにつながる施策を入れてほしい。 

この項目は、「①環境情報の収集・整備及び効果的な提供」

に関する施策について、代表的、包括的な取組みを記載して

います。 

いただいたご意見をふまえ、市民を巻き込んだ PR につい

ては、今後具体的な施策を実施していく中で検討していきま

す。 

 



６ P32～33 自

主的な公益

活動の支援・

促進 

2 ページにまたがって書かれている文章は良いと思

うが、その施策が 2つしか書かれていないのは不十分

ではないか。特に、地縁型の組織とテーマ型の団体が

連携した活動の支援は大切であるが、これを実現する

施策が書かれていない。 

この項目は、「②市民や NPO などの自主的な公益活動の支

援・促進」に関する施策について、代表的、包括的な取組み

を記載しています。 

いただいたご意見をふまえ、地縁型の組織とテーマ型の団

体が連携した活動については、今後具体的な施策を実施して

いく中で検討していきます。 

７ P18 現状と

課題 

P35 環境目

標②の指標 

部門別温室効果ガス排出量について、産業は「66％

減」となっているが、本当にそれだけ減らせるのかと

感じてしまう。また、1990年度比であるとはいえ、こ

こだけだと今から「66％減」するように読めてしまう。

例えば、P18 の現状に、部門別排出量のグラフ等も入

れておいた方がいいのではないか。 

目標は、平成 2 年度（1990 年度）からの削減量になりま

す。表記をわかりやすくするため、目標の欄に「平成2年度

（1990年度）比（％）」と記載します。 

 

８ P35 環境目

標②の指標 

P36～38 施

策 

指標の 1つに「市民 1人あたりの自家用車の登録台

数」があるが、この指標を達成するために必要な施策

が P36～38 に含まれていないのではないか。また、市

民個人が自家用車を減らすことには限界があるため、

減らすことによるインセンティブなども必要なのでは

ないか。 

「市民1人あたりの自家用車の登録台数」は、P37の「①

公共交通利便性向上の促進」や「②安全で快適な自転車利用

環境の創出」に記載している施策や事業を実施することで、

減少につながるものと考えています。 

９ P35 各部門

の定義 

家庭部門で「自家用車に関するものは除く」とある

が、家庭で使用している自家用車は CO2 削減に関係な

いと誤解してしまうし、「除く」という表現がマイナス

イメージを与える。また、運輸部門に「自家用車を含

む」とあるが、そちらまで確認するとは限らない。そ

のため、「自家用車に関するものは除く」ではなく、「自

家用車に関するものは運輸部門に含む」とした方が良

いのではないか。 

 

ご意見のとおり修正します。 

10 P36  4.2.1

③環境にや

さしいライ

フスタイル 

気候変動の問題については、市民 1人 1人が意識や

危機を感じて取組みを持ってもらう必要がある。市民

が気候変動対策の必要性を実感するような施策が必要

なのではないか。 

この項目は、「③環境にやさしいライフスタイルへの転換」

に関する施策について、代表的、包括的な取組みを記載して

います。 

 

 



11 P36  4.2.1

③環境にや

さしいライ

フスタイル 

環境にやさしいライフスタイルへ転換するためには

行政の支援が重要であり、「太陽光パネル・蓄電池の購

入支援を拡充する」や、「再生可能エネルギー拡大のた

めの“パワーシフト”への取組みを推進する」といっ

た施策を追加すべきではないか。 

この項目は、「③環境にやさしいライフスタイルへの転換」

に関する施策について、代表的、包括的な取組みを記載して

います。 

いただいたご意見をふまえ、再生可能エネルギーの普及を

促進するための方策については、今後具体的な施策を実施し

ていく中で検討していきます。 

12 P36 4.2.1 

P76 用語解

説 

「ナッジを活用した省エネ行動の推進」について、

「ナッジ」という言葉が普通にはわからない。用語解

説に説明が載っているが、説明を読んでも意味が理解

できなかったため、具体例を入れるなど、もっとわか

りやすい用語解説にしてほしい。 

ご意見をふまえ、用語解説に具体例を記載するなど、わか

りやすく修正します。 

 

 

13 P40 プラス

チックごみ

の削減に向

けた取り組

み 

4.3.1 の①の施策として「プラスチックごみの削減

に向けた取組み」が【新規】となっているが、プラス

チックごみはマイクロプラスチックによる海洋汚染を

はじめ、現在さまざまな課題を有しており、行政とし

ては多様な取組みが求められるところである。これを

施策の1つとして1行だけ記載するのではなく、4.3.5

などと独立させて、1 つの柱として扱うべきテーマで

はないか。 

「4.3.1 廃棄物の減量に向けた発生抑制・再使用と質の

高いリサイクルの推進」では、4つの柱に分類して進めてい

くこととしています。今回、新規案件とした「プラスチック

ごみ削減に向けた取組み」は、4つの柱の1つである「①市

民・事業者・行政の協働による循環型社会の構築」に分類す

ることが適当と考えています。 

 

 

14 P40 プラス

チックごみ

の削減に向

けた取り組

み 

施策に「プラスチックごみの削減に向けた取組み」

というまとめ方をしているため、例えば、給水スポッ

トの設置といった取組みが省略されているのではない

か。 

この項目は、「①市民・事業者・行政の協働による循環型社

会の構築」に関する施策について、代表的、包括的な取組み

を記載しています。 

今後も引き続き、給水スポットの設置について取組みを推

進していきます。 

15 P41 ④食品

ロス削減に

向けた取組

み 

今回の計画で④の項目自体が新しく入った内容であ

る。個別の施策については【新規】【拡充】などのマー

クがついているが、見出しの項目そのものが新しい場

合は【新規】のマークがつかないのか。 

「④食品ロス削減に向けた取組み」は、昨年度に策定した

「食品ロス削減推進計画」を受けて、新たな柱として環境基

本計画に位置づけたものです。 

主な施策・事業に示す内容は、平成 22 年（2010 年）3 月

の第 3 次豊中市一般廃棄物処理基本計画策定時から取り組

んでいることから、継続した取組みとして位置付けていま

す。 

 



16 P42 目標の

実績値 

4.4の指標について、各指標の目標の欄に「H27年度

実績」「H28年度実績」の数値が載っているが、みどり

率であればP21に新しい値が載っている。また、P39～

40の4.3の指標では同様の個所に最新の値が載ってい

る。そうしたことから、4.4 においても最新の値を記

載するべきではないか。 

ご意見をふまえ、令和3年度に調査した最新の数値を記載

します。 

17 P43、P45 エ

コロジカル

ネットワー

クの形成 

施策として書かれている「エコロジカルネットワー

クの形成」について、豊島公園やふれあい緑地などの

地域拠点を定めて具体化する方向を示すべきではない

か。 

この項目は、「②生物多様性の保全」に関する施策につい

て、代表的、包括的な取組みを記載しています。 

地域拠点を定めて具体化する方向については、「第 2 次豊

中市みどりの基本計画」において、エコロジカルネットワー

クの形成に資するみどりの配置計画を示しています。 

18 P45  4.4.4

生物多様性

の総合的な

保全と活用

に向けた取

組み 

従来の計画では、この項目の施策に「化学物質によ

る生態系への影響防止」が入っていたが、今回は削除

されている。化学物質の使用による影響は重大な問題

であり、国も農薬規制を打ち出してきている中で、こ

の項目が削除されていることが理解できない。 

この項目は、「①生物多様性の総合的な保全と活用」に関

する施策について、代表的、包括的な取組みを記載していま

す。 

今後も引き続き、化学物質の使用による影響防止に努めて

まいります。 

19 P45  4.4.4

生物多様性

の総合的な

保全と活用

に向けた取

組み 

P10で「30by30」や「OECM」に対して言及しているの

に対して、P45 の施策ではそれらに関連する施策が盛

り込まれていない。2030 年までの取組みである

「30by30」や「OECM」について、今回の計画が2027年

までであることを考えると、今回の施策に何らかの内

容を盛り込んでおかないと間に合わないのではない

か。 

大阪府の生物多様性地域戦略は、自然の恵みに関する意識

の向上や、自然環境の持続的な保全の推進を主目的に策定さ

れています。一方、本市では、「4.4.1 受け継がれてきたみ

どりの保全や育成」等に示す取組みを行っており、これまで

の間、大阪府の生物多様性地域戦略に沿った活動を実施して

います。 

「30by30」や「OECM」については、まず市域のデータを収

集することが課題であると認識しており、本市独自の生物多

様性地域戦略については、そうした取組みを進める中で、必

要が生じた場合に策定することとします。 

20 P45  4.4.4

生物多様性

の総合的な

保全と活用

に向けた取

組み 

国が「30by30」を掲げているが、豊中市はみどり率

ですら30％に達していない状況である。そうした状況

から危機感を持って施策を推進すべきであるが、記載

された文章からも施策からもそうした危機感は感じら

れない。 

21 P45  4.4.4

生物多様性

従来の計画では文章中に「生物多様性地域戦略の策

定に向けた取組みを進めていきます」となっていたが、



の総合的な

保全と活用

に向けた取

組み 

今回の計画では「生物多様性地域戦略」の表記がまっ

たくなくなっている。従来の計画において「策定に向

けた取組みを進めていく」とされていた進捗や結果に

対する表記もないが、どういったことなのか。生物多

様性を保全するために必要な戦略として、大阪府が策

定し、府内の他自治体でも策定が進められている中で、

こうした記載をなくしていくことは環境行政の後退で

はないのか。 

22 P45  4.4.4

生物多様性

の総合的な

保全と活用

に向けた取

組み 

大阪府の生物多様性地域戦略において、豊中市でも

大阪国際空港の南端エリアがホットスポットに指定さ

れているが、そのことが該当箇所はもとより、この計

画全体を通してもまったく触れられていない。P45 で

「大阪府生物多様性地域戦略をふまえた取組みを進め

ます」と書いておきながら、なにも記載をしないのは

矛盾しているのではないか。 

23 P45  4.4.4

生物多様性

の総合的な

保全と活用

に向けた取

組み 

施策の 1つに「ビオトープや自然環境を活用したイ

ベントの活用」が【新規】で載っているが、これまで

も豊中市内で多数実施されてきており、ある意味では

当たり前の取組みとなりつつある。そうでありながら、

これらの取組みがなぜ【新規】なのか。また、4.4.4に

盛り込むべき施策は多数あるはずだが、この項目が優

先されていることは理解できない。 

「ビオトープや自然環境を活用したイベントの開催」につ

いては、これまでも実施してきた施策ですので、ご意見のと

おり【新規】を削除します。 

24 P45  4.4.4

生物多様性

の総合的な

保全と活用

に向けた取

組み 

施策に「ヒメボタルの生息地の保全（再掲）」と「島

熊山緑地の保全（再掲）」があるが、「生物多様性の総

合的な保全と活用」という見出しからすると、保全や

活用をすべきなのはヒメボタルの生息地と島熊山だけ

ではない。そのため、他の施策の再掲をするのではな

く、市内の自然環境すべてを保全するような施策の表

現にするべきではないのか。 

「ヒメボタルの生息地」と「島熊山緑地」は、生物多様性

の保全の観点からも代表的な自然環境と位置付けており、そ

れぞれの方針を進める上で重要な施策として、再掲していま

す。 

 

25 P45  4.4.4

生物多様性

の総合的な

従来の計画では、「鳥獣保護管理」が入っていたが、

今回の計画では施策からなくなっている。キツネやタ

ヌキについては、豊中市内での絶滅が危惧されており、

この項目は、「①生物多様性の総合的な保全と活用」に関

する施策について、代表的、包括的な取組みを記載していま

す。 



保全と活用

に向けた取

組み 

喫緊の課題である。そのため、キツネやタヌキは生息

情報の集約や保全が必要であり、そのことを施策にも

追加すべきである。 

26 P45  4.4.4

生物多様性

の総合的な

保全と活用

に向けた取

組み 

施策の 1つである特定外来生物については、行政的

に駆除等の対策を行うだけでなく、市民への啓発が重

要である。そのため、「特定外来生物の対策」ではなく、

「特定外来生物の対策と市民への情報提供」とした方

がいいのではないか。 

ここでは、市民への情報提供も含め、「特定外来生物の対

策」として記載しております。 

27 P47 環境目

標5の指標 

指標の1つに「熱帯夜数（日）」が入っているが、こ

れは市民の努力によって改善できる内容ではなく、ま

た、数年で効果が得られるとは言えないため、指標と

して適切とは言えないのではないか。 

熱帯夜数については、快適な都市環境を示す指標として設

定しております。 



（３）その他意見公募手続を実施した案と定めた計画との変更点 

１．第４章4.2 持続可能な脱炭素社会づくりの指標について 

（概要） 指標の数値を精査しました。 

 

（該当箇所） 

（修正前） （修正後） 

第４章 4.2 持続可能な脱炭素社会づくり 

 

第４章 4.2 持続可能な脱炭素社会づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


