
陸前高田市環境基本計画（案）

パブリックコメントで寄せられたご意見に対する市の考え方

令和３年３月
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パブリックコメントの結果について

１ 実施日

期日：令和３年１月２０日（水）～２月１９日（金）

２ 意見等の内訳

この他、体裁や字句の修正に対する意見には適宜対応しました。

該当項目 件数

⑴ 第１章について ４

⑵ 第２章について ７

⑶ 第３章について １

⑷ 第４章について ３１
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３ お寄せいただいたご意見の概要と市の考え方

⑴ 第１章について

番号 意見の概要 意見に対する市の考え方

1 「計画策定の背景」（p2）について、平成 24 年度から令和２年度ま

で、環境基本計画が作られず年次報告も行われず、市として震災後の

環境変化の記録を得られなかったのは大きな損失である。「東日本大

震災の影響もあり平成 24 年度から令和２年度まで、環境基本計画が

策定できず年次報告も行われなかった。市として震災後の環境変化の

記録を得られなかったのは大きな損失であった。」という趣旨を記載

してほしい。

環境に関する各記録については、東日本大震災後、再開可能な状況

になり次第計測を再開しております。

平成 24年度から本年度までの経過については、復興事業の進展、

及び、本市まちづくり総合計画により示されたまちづくりの方針に

より、本年度の策定を予定していることを説明しております。

2 「計画策定の背景」（p2）について、気仙環境未来都市について記

載してほしい。

本市は平成 23年に大船渡市を主体とした気仙地域として、環境未

来都市に選定され、平成 24 年度から平成 28 年度までの５か年計画

において、３市町で連携した施策に取り組んできたところでありま

す。いただいたご意見につきまして、環境未来都市計画の計画期間が

終了していることから、本計画においては特段の記載をしていない

ところでありますが、内閣府が後継の計画に位置付け、本市において

も令和元年度に選定されている「SDGs 未来都市」の取組において、

関連した施策の推進を進めることとしております。

3 「計画の役割」（p4）について、本市森林整備計画を関連計画とし

て記載してほしい。

表現について表記の方法を見直し、一部修正させていただきます。

4 「計画の期間」（p5）について、環境指標について、令和５年度

（2023 年度）末に新たな指標が設定されるということか。

環境指標について、まちづくり総合計画基本計画の見直しに合わ

せ、令和５年度以降、内容及び目標数値の見直しをする予定としてお

ります。
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⑵ 第２章について

番号 意見の概要 意見に対する市の考え方

1 市内のＥＭＳ（環境マネジメントシステム）の導入事業所数を記載

してほしい。

また、本市は過去に ISO14001 の認証を取得しているが、その記載

をしてはどうか。

ＥＭＳ（環境マネジメントシステム）について、システムの種類は

多岐にわたり、現在市において集計は行っておりません。

また、過去に認証を取得していた ISO14001 について、現在認証の

更新は行っておらず、本計画には記載しておりません。

2 騒音・振動規制地域（p11）について、正式な指定は、条例制定に

より行い、環境審議委員会または都市計画審議委員会で審議され、縦

覧されるということか。

地域指定の根拠を記載してほしい。

騒音・振動規制地域について、条例の制定はなく、環境審議会で審

議した後に告示により指定いたします。

表現について上記の記載を加え、一部修正させていただきます。

3 「４生活環境 ⑸廃棄物とリサイクル」（p14）について、最終処分

場の月（年）あたりの受入量と受入可能年限を記載してほしい。

最終処分場における埋立量について、記載を追加します。

また今後の受入可能年限について、現在は一般廃棄物（ごみ）処理

基本計画により、令和８年度程度と見込みを示しているところです

が、ごみの減量等により変動する可能性が高く、引き続き調査を行う

方針です。

4 「４生活環境 ⑸廃棄物とリサイクル」（p14）について、最終処分

場周辺の土壌や水の汚染について記載してほしい。

「⑵水・土壌環境」内で、最終処分場の地下水・放流水水質調査結

果について示しております。（p11）

5 「４生活環境 ⑺景観保全」（p16）について、景観計画を定め各区

域ごとの景観保全を行っている旨を記載してほしい。

他関連計画についても関連項目について計画名の提示はしておら

ず、「第 1章 ３計画の役割」内で示しております。（p4）

6 都市公園一覧表（p16）について、「川原川公園（一部）」とあるが、

高田松原公園も同様の記載が必要ではないか。

（一部）の表記は一部供用開始を示しております。高田松原公園に

ついては震災前から継続して設置されているものです。

7 「４生活環境 ⑺景観保全」（p16）について、本丸公園、市民の森、

中沢浜貝塚歴史防災公園、古川沼、環境省重要湿地について、記載し

てほしい。

それぞれの項目について代表的なものを記載しております。いた

だいたご意見につきましては参考とさせていただきます。
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⑶ 第３章について

番号 意見の概要 意見に対する市の考え方

1 「１目指すべき環境像」（p28）について、総合計画、緑の基本計画、

SDG's 未来都市計画等に「共生」という文言があるが、本計画の目指

すべき環境像にも「共生」という文言を入れてはどうか。

「共生」の要素についても、現在の目指すべき環境像に内包してい

ると考えております。いただいたご意見につきましては参考とさせ

ていただきます。
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⑷ 第４章について

番号 意見の概要 意見に対する市の考え方

1 本計画の策定根拠となる本市環境基本条例は、環境基本計画を、環

境の保全及び創造に関する目標について定めるものとしているので、

本計画基本目標及び基本施策に「創造」という文言を入れてはどうか。

各施策及び指針については、環境の保全及び創造を最終的な到達

目標として策定しているものであり、文言そのものの提示の必要は

ないものと考えております。いただいたご意見につきましては参考

とさせていただきます。

2 基本施策に対応する環境指標がない場合があるが、基本施策ごとに

すべて環境指標を設定した方がよいのではないか。

まちづくり総合計画その他関連計画を参考に、必要な項目につい

て環境指標として設定しているところです。

今後も環境指標については見直しを継続し、必要に応じ内容の更

新を行います。

3 前回の環境基本計画に比べ環境指標が減少しているので、指標の見

直しをしてほしい。

4 環境指標のうち、目標値が「実施」となっている項目について、毎

年度の実施という意味がとりづらい。

表現について表記の方法を見直し、一部追記させていただきます。

5 環境指標について、「第１章 ４計画の対象」（p4）に提示されてい

る対象範囲を網羅していない。

まちづくり総合計画その他関連計画を参考に、必要な項目につい

て環境指標として設定しているところです。

今後も環境指標については見直しを継続し、必要に応じ内容の更

新を行います。

6 「基本目標１ 健康と安心・安全の実現 基本施策１ 大気環境の

保全」（p32）市の施策に、教育施設または学校施設の環境保全につい

ての項目を追加してほしい。

学校施設については各関連基準に基づき、定期的に計測を行い、結

果によって必要な対策を講じているところです。

公共施設の適正管理については個別の事業で行うこととしている

ため、本計画への記載の予定はありません。
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番号 意見の概要 意見に対する市の考え方

7 「基本目標１ 健康と安心・安全の実現 基本施策１ 大気環境の

保全」（p32）市の施策に、風向き・風の強さの計測についての項目を

追加してほしい。

また、環境指標に、砂塵の量などを追加してほしい。

風向等の気象情報につきましては、防災のため継続的に計測して

いるところです。

環境保全を目的として施策に追加する予定はありませんが、いた

だいたご意見について参考とさせていただき、必要に応じ実施箇所

等について検討させていただきます。

8 「基本目標１ 健康と安心・安全の実現 基本施策１ 大気環境の

保全」（p32）環境指標に、PM2.5 などを追加してほしい。

PM2.5 について、現在県により各計測局において 24 時間の計測及

びウェブ上による結果の公表を随時行っております。

当面の間市内への計測局の設置の予定はございませんが、今後必

要に応じ実施について検討させていただきます。

9 「基本目標１ 健康と安心・安全の実現 基本施策２ 水・土壌環

境の保全」（p33）市の施策 4点目に「河川、漁港の水質検査を行い」

とあるが、「河川、漁港、広田湾の水質検査を行い」という表記に変

えてほしい。

また、古川沼は河川に含まれ、水質検査が行われるということか。

また、小友浦の干潟再生について本計画へ記載してほしい。小友浦

について、水質検査及び結果を公表してほしい。

表現について表記の方法を見直し、一部修正させていただきます。

古川沼について、川原川から流入する河口付近の水質調査を継続

する予定です。（p10）

小友浦の干潟再生については、「基本目標 2、基本施策 1 自然環

境の保全」の市の施策「動植物の生態系、生育環境の保護や環境に配

慮したまちづくりを推進します」の対象として、引き続き取り組みま

す。水質検査について、広田湾内で行っているところであり、ご指摘

の箇所については必要に応じ対応します。

10 「基本目標１ 健康と安心・安全の実現 基本施策２ 水・土壌環

境の保全」（p33）水源地及びその上流の環境保全のため、水源地を保

全する条例について、制定することを市の施策に記載してほしい。

条例の制定については引き続き検討を行いますが、環境保全につ

いては本計画による指針及び施策を元に進める方針です。

11 一般廃棄物最終処分場の適切な管理を市の施策に追加してほしい。 公共施設の適正管理については個別の事業で行うこととしている

ため、本計画への記載の予定はありません。
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番号 意見の概要 意見に対する市の考え方

12 「基本目標２ 人と自然の共生 基本施策１ 自然環境の保全」

（p35）について、文中に「三陸復興国立公園」の記載を追加してほ

しい。

表現について表記の方法を見直し、一部修正させていただきます。

13 「基本目標２ 人と自然の共生 基本施策１ 自然環境の保全」

（p35）市の施策及び環境指標に、海洋ごみの削減についての項目を

追加してほしい。

海洋ごみの全体量について、現在把握が困難なため、施策及び環境

指標に記載の予定はありません。

海岸に漂着したごみについては、清掃活動を推進するほか、大型の

漂着物については必要に応じて市も対応してまいります。

14 「基本目標２ 人と自然の共生 基本施策１ 自然環境の保全」

（p35）市の施策に、環境省重要湿地の保全及び再生の取り組みにつ

いての項目を追加してほしい。

他の各指定地域（環境省指定特別保護地区等）についても、出来る

限り包括的に施策に記載しているところです。

湿地の保全、再生の取り組みについても、主に「基本目標４ 基本

施策１ 環境保全活動の推進」の中で取り組んでいきたいと考えて

おります。

15 「基本目標２ 人と自然の共生 基本施策１ 自然環境の保全」

（p35）市の施策５点目について、事業を復興事業に限定する必要は

ないのではないか。対象を広げた表記にしてほしい。

表現について表記の方法を見直し、一部修正させていただきます。

16 特定外来植物、特定外来動物の駆除や木くい虫などの昆虫からの被

害予防に関する施策を記載してほしい。

外来生物からの生態系の保護については主に「基本目標２、基本施

策１ 自然環境の保全」の中で取り組みたいと考えております。

松くい虫をはじめとした森林病害虫への対策については、山林の

適正な管理として同基本施策中の市の施策に挙げているところで

す。

17 市の施策に、年次報告書の作成と公表についての項目を追加してほ

しい。

「第５章 計画の推進体制」の中で記載しております。（p46）
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番号 意見の概要 意見に対する市の考え方

18 市の施策に、森林環境譲与税の使途の公表についての項目を追加し

てほしい。

森林環境譲与税の使途については、本市ホームページで公表して

おります。

法律に基づく事務であり、施策として挙げる予定はありません。

19 「基本目標３ 循環型社会の構築 基本施策１ ごみの適正処理」

（p37）環境指標に、ごみ排出量（特に家庭ごみの排出量）について

の項目を追加してほしい。

家庭ごみの排出量については、基本施策２の環境指標において、資

源ごみの割合の増加と合わせて削減を目指すこととしております。

20 「基本目標３ 循環型社会の構築 基本施策１ ごみの適正処理」

（p37）環境指標の 3点目について、家庭ごみに限定せず、事業ごみ

についても含めた指標にした方がよいのではないか。

事業系一般廃棄物については、家庭ごみとは排出内容が大きく異

なるため、家庭ごみと合わせて環境指標とすることは有効ではない

と考えております。

21 「基本目標３ 循環型社会の構築 基本施策３ 地球環境の保全」

（p39）環境指標について、他の文中表記に合わせ「酸性雨（雪）調

査」としてはどうか。

現在行っている調査は酸性雪によるものであるため、環境指標に

ついては特定した表記としております。

22 2050 年ゼロカーボンシティの表明について、早急に行い本計画に

も明記してほしい。

現在表明予定はなく、本計画に記載する予定はありません。

表明についてのご意見は今後の参考とさせていただきます。

23 「基本目標３ 循環型社会の構築 基本施策３ 地球環境の保全」

（p39）事業者の環境配慮指針に、事業活動における二酸化炭素の排

出削減についての項目を追加してほしい。

二酸化炭素の排出削減につながる指針について、具体的に設定し

ております。

24 「基本目標３ 循環型社会の構築 基本施策３ 地球環境の保全」

（p39）環境指標に、公共施設の二酸化炭素排出削減目標について追

加してほしい。また、将来的に、市全体の二酸化炭素排出削減目標に

ついて追加してほしい。

公共施設の二酸化炭素排出量の削減目標については、今後個別に

設定することを検討します。市全体の二酸化炭素排出量の削減目標

については、今後の課題として検討させていただきます。
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番号 意見の概要 意見に対する市の考え方

25 市の施策及び環境指標に、電気自動車や水素自動車の充電ステーシ

ョンの整備についての項目を追加してほしい。道の駅や新市役所に充

電ステーションを整備してはどうか。

現在新市役所駐車場内には電気自動車スタンドを設置する方針で

事業を進めております。

市内のスタンド数の増加に関する市の施策及び環境指標について

は、ご意見として参考とさせていただきます。

26 「基本目標３ 循環型社会の構築 基本施策４ 省エネルギー・新

エネルギーの取り組み」（p40）環境指標のうち、再生可能エネルギー

比率について、目標数値が低すぎるのではないか。

実績を考慮した上で、再生可能エネルギーの普及に益する数値と

考えております。いただいたご意見は今後の見直しの参考とさせて

いただきます。

27 「基本目標４ 環境保全活動への参加 基本施策１ 環境保全活

動の推進」（p41）事業者の環境配慮指針及び市の施策に、環境マネジ

メント導入の推進についての項目を追加してほしい。

また、市の施策に ISO14001 の認証取得についての項目を追加して

ほしい。

環境マネジメントシステムについて、導入及び継続には経費の必

要なものもあり、取り組み方針については各事業者の判断によるも

のと考えます。

市は必要な情報について提供し、環境マネジメントに限定せず事

業者の環境保全への意識の向上を広く図りたいと考えております。

ISO14001 については、現在、本市で認証更新をしておらず、再導

入の予定はありません。

28 「基本目標４ 環境保全活動への参加 基本施策１ 環境保全活

動の推進」（p41）環境指標に、一斉清掃の年あたりの箇所数について

の項目を追加してほしい。

一斉清掃という形以外にも、自主的に清掃活動を行っている自治

組織もあり、環境保全活動に積極的に取り組んでいただいておりま

す。

また、すべての清掃活動を把握することは難しく、指標として数値

化することは困難であると考えております。

29 市民の森の利活用をさらに進めてほしい。 いただいたご意見について、今後の参考とさせていただきます。
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30 環境省で推進している星空観察について、市として取り組んでほし

い。

年次報告書等で夜空の明るさについて記載してほしい。

いただいたご意見について、今後の市事業及び本計画年次報告書

作成の参考とさせていただきます。

31 「基本目標４ 環境保全活動への参加 基本施策２ 環境教育・学

習、啓発の推進」（p42）環境指標に、自然観察会等の開催回数につい

て追加してほしい。

現在市として自然観察会等の開催を推進しているところです。

環境指標への追加については、今後の見直しの際の参考とさせて

いただきます。


