
４．「とよなかの環境～2018 年度中間報告～」への主な市民意見 

●市民意見募集結果まとめ 
ホームページ、イベント（とよなか市民環境展等）にて公表し、意見募集を行いました。 

192 件（159 人）の意見がありました。市民意見は自由記述であったため、環境目標ごとに分類し、

意見の一部を掲載しています。 

 

環境目標 内容および件数 

目標１ 

32 件 

・環境学習について           11 件 

・協働の必要性について         7件 

・市民の意識向上について        9件 

・行政への要望について         5件 

目標２ 

38 件 

・CO₂削減に向けた取組みについて    16件 

・市民の意識向上について        8件 

・行政への要望について         14 件 

目標３ 

62 件 

・ごみの分別について          4件 

・リサイクル等の推進について      14 件 

・ごみの減量について          14 件 

・市民の意識向上について        20 件 

・行政への要望について         10 件 

目標４ 

44 件 

・みどりの満足度について        5件 

・みどりの地域差について        6件 

・みどり率の増加について        19 件 

・生き物保護等に向けた取組みについて  3件 

・市民の意識向上について        6件 

・ 行政への要望について         5件 

目標５ 

16 件 

・指標の進ちょく状況について      7件 

・取組み内容について          9件 



 
 

●市民意見（抜粋） 

 

 

◎環境学習について 

・豊中市の学校における環境学習の取り組み

は素晴らしいと思います。これからも行

政・団体・市民がさらに連携し、将来を担

う子どもたちの環境への意識を高めてくだ

さい。 

・次世代を担う小学生への学習支援は、とて

も大切だと思います。 

・小学校での農業体験は子どもにもすごくい

いと思った。そこから物を大切にして食の

好き嫌いが減ればいいと思う。 

・ごみ施設の見学は子どもにとても好評だっ

たようだ。 

・収集車とそのごみの行方を学校で学ぶこと

によって、ごみをごみ捨て場に捨てた後ど

うなるのか、処理を誰がしているのか実感

できる→身近に感じる→家庭での減量分別

につながる良い連鎖がある。 

・学生や地域住民と協働で取組みを進めてい

る点がすばらしいと思いました。 

・パートナーシップで環境の課題に取り組ん

でいることがとてもよかった。 

・企業、市民、行政の意識を高めるよい取り

組みだと思います。

 

◎協働の必要性について

・協働で取り組むことが大切だと感じたた

め。 

・行政だけでなく、市民一人ひとりに出来る

ことが多くあると思います。協働で進めて

下さい。 

・多様なパートナーシップにおける、協働の

取組みにおいて地域の学校との結びつきや

出前授業・農業体験など、市民参画として

重要な要求だと思います。  

・「じぶん発電」が防災として生活に備えた

いという市民の意見があるので協働できる

ことがあればと考えいている。 

 

◎市民の意識向上について 

・生活すべてに関係する環境等テーマを様々

な視点で考えていくことが大切だと思う。 

・「行政にしてもらう」から「自分たちがす

る」への意識改革。 

・行政まかせではなく共生していくまちづく

りの一環として取り組んでいけたらよいと

思う。 

・市民・事業者が意識しないと前に進まな

い。 

・環境に対する意識が高いまちを PR すれ

ば、外からも注目される。個人でできるこ

との発信に力を入れる。 

 

◎行政への要望について 

・関心のない人へのアプローチをさらに！ ・行政だけではできないことを、市民目線で

提案してもらうことが大事。

目標 1：よりよい環境をめざして多様な主体のパートナーシップで取り組む 



 
 

 

 

◎CO₂削減に向けた取組みについて 

・地球温暖化に歯止めをかけないと、異常気

象がさらにひどくなるし、次代の子どもた

ちに良い環境を残せない。 

・各家庭で電気の節約をしていくべき。 

・再生可能エネルギーの導入をうながす。 

 

◎市民の意識向上について 

・窓断熱リフォームの補助など市民ができる

取組みの強化が必要です。 

・地球温暖化が進む中、この取組みが大切と

感じる。 

 

◎ 行政への要望について 

・電気自動車のスタンドの設置（増設）。 

・昔、テレビで見ましたが、コンクリート

（道路の黒コン）を新素材にするだけで、

少し温度が下がるらしいです。環境は難し

い課題だと思いますが、頑張って下さい。 

・とよか（エコポイント）事業などを推進す

るなど環境問題は積極的に取り組んでお

り、充分に周知されているように感じる。

エコライフを楽しく行う面白い取組みだと

思うので一層活用を図られたい。 

・温暖化を防ぐためにいろいろな努力が必要

と思いました。 

・温室効果ガスの排出量（抑制）については

力をいれるべき。 

・温室効果ガスを減らすことは、将来の人々

の為（子どもの為）である。高いリサイク

ル率を推進し、江戸のような街をめざして

もらいたい。 

・CO₂削減など日本は世界的に遅れている。

しんどいがもっと厳しくしなければいけな

いと思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ごみの分別について 

・プラスチックごみの出し方についていつも

悩みます。 

目標 2：1 人あたり温室効果ガス排出量（t-CO₂）を令和 9 年度（2027 年度）までに

平成 2 年度（1990 年度）比 32.1%削減し、低炭素社会をめざす 

目標 3：発生抑制・再使用と質の高いリサイクル（再生利用）の推進により、ごみ

の焼却処理量を令和 9年度（2027年度）までに平成 28年度（2016 年度）

比 8%削減し、循環型社会の構築をめざす 



 
 

 

◎リサイクル等の推進について 

・ゴミを減量するため、リユースやリデュー

スに取り組むことが大事だと思いますの

で、更に力を入れていきたい。 

・家庭ごみが増加している。リサイクル率が

低減。 

・もっとリサイクルに取り組む。（すぐに捨

てるのではなく、修理するように周知する

必要がある。） 

・リサイクル、とよっぴーの活用等新たなモ

ノに生まれ変わったものをより広く宣伝す

るなど。 

・ごみのリサイクル化をすすめる。 

・フリーマーケットとか、リサイクルフェア

とか、各地でやってほしい。 

・不必要なものを買わない。リサイクルに力

を入れる。３R 運動を頑張る！ 

 

◎ごみの減量について 

・報道で環境問題を取り上げる機会が多くな

っているが、その中でもごみ排出量に占め

る家庭系ごみの比率が非常に高く、かつ身

近な問題でもある 

・ごみの減量＝環境にやさしい街づくりをめ 

ざしてほしい 

・この数年、ごみの焼却処理料が増えている

ことから、さらなるごみの減量を進めてい

く必要があると思います。 

・災害ゴミをどう減らすか考えていくといい

と思う 

 

◎市民の意識向上について 

・行政まかせではなく共生していくまちづく

りの一環として取り組んでいけたらよいと

思う。 

・ごみ減量について、市民ひとりひとりへの

意識啓発が重要です。 

・マイバックの持参など、多くの市民の日々

の生活に関わるところの意識の変化が重要

です。 

・マイバッグ持参促進など取組みがされてい

るのに、ごみの量が減っておらず、我々で

も取り組みやすい。 

・もう少しゴミを減らす為にはどの様にすれ

ば良いかを家族で話し合うことも必要だと

感じました。 

・公園などのゴミがチラホラ。市民全体の意

識向上に力が必要です。 

・ゴミは自分から減らせるものを考え、ゴミ

となる包装は断って減量化の意識を高める

活動を。 

・ごみや CO₂は人間の努力で減らせると思う

ので、啓発活動を積極的に行ってみてはい

かがでしょう。（エコスタンプラリーと

か） 

 

◎ 行政への要望について 

・全国的な課題だと思いますが、まず豊中市

が頑張って欲しいと思いました。 

・引きつづき市民周知して下さい。 

 

 



 
 

 

 

 

◎みどりの満足度について

・家庭、地域において全面的に協力している

のは目標４。 

・みどり率が増加傾向にあることについて、

要因を詳しく知りたくなりました。（図面

やマップがあれば見てみたいです。 

 

◎みどりの地域差について 

・南部でみどりの満足度が低いこと。 

・住宅の密集地（庄内地区）はもっとみどり

を増やして。 

・みどり率の進んでいる所と進んでいない所

の差がありすぎの様に思う。 

・地域により差が多いと思うので。 

 

◎みどり率の増加について 

・目標をもっと高く示す必要がある 

・みどり豊かなまちをめざして欲しい 

・豊中はみどりが豊かなイメージだからもっ

とすすめていってほしい。 

・みどりを増やして空気のいい街に。 

・みどりを増やしてほしいけど、手入が必要

だと思います。 

・豊中は緑地があるのが 1 つの売りだと思う

ので、もっとあちこちに植樹していけたら

いいなと思う。マンションが増えて、山と

か削っているイメージが最近強いので。 

・みどりについていっぱいいろんな事が行わ

れているが、住宅開発が先でみどりは失わ

れていっている 

・東京は都市部にみどり多い（神宮外苑な

ど）豊中市は服部緑地公園という中心的な

緑地があるのでその周辺の活性化。 

・みどりを育てる力を市民と共にどの様に取

くむのか。 

 

◎生き物保護等に向けた取組みについて 

・ヒメボタルの保護も続けてほしい。 ・生物多様性とよなか戦略を具体的に策定に

すすめること 

 

◎市民の意識向上について 

・地球温暖化が進む中、この取り組が大切と

感じる。 

 

◎ 行政への要望について 

・みどりの多い公園を増やしてほしい。 

 

 

 

目標 4：みどり率 27％で心豊かな豊中らしいまちをめざす 



 
 

 

 

 

◎指標の進ちょく状況について 

・本当に目標を達成できるのか、興味深くこ

れから継続的に監視すると供に、自分もで

きることから努力したい。 

・環境基準の達成状況が 100％になるのは難

しいのだと感じた。 

・光化学オキシダントのみ環境基準に達して

いなく、国の規制頼みになっている。 

 

◎取組み内容について 

・具体的な取組みが見えるようにする。 

・健康被害を及ぼす可能性のある原因物質を

すべて測定し、情報を蓄積する。 

・水質が良くなると住みやすさが上がると思

います。 

・市民への迅速な注意喚起の伝達方法を考え

る必要がある。 

・熱帯夜数が年々多くなっているのが気にな

る。減らすために何かできることがあるか

考えたい。

 

 

 

目標 5：環境基準の達成状況 100％で快適な都市環境をめざす 


