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吹田市第３次環境基本計画案についての提出意見及び市の考え方 

NO 提出意見 市の考え方（回答） 

1 

温室効果ガスを削減する方法として、肉食を減らすことが記載されてい

ません。 

 小泉進次郎環境相が国連気候行動サミットに出席する際にステーキを食

べたことが批判されたように、畜産業が温室効果ガスを大量に排出するこ

とは一般に知られています。2015 年の「気候変動に関する政府間パネル

（IPCC）」によると、牛の排出するメタンは世界の温室効果ガス排出量

の 16％を占めるそうです。また穀物と水を大量に消費することから食糧

問題でも懸念がありますし、森林破壊を進めているともいわれています。 

しかし吹田市内の菜食専門のカフェは 1 軒のみであり、千里南公園内のバ

ードツリーでも菜食（動物性不使用）のメニューは用意されていなかった

筈です。何も対応されていません。 

 今後は環境と健康のために植物性の代替肉を勧めたり、菜食の店を増や

すため優遇したり、菜食のイベントを開催するなどし、市内の肉消費量を

減らす活動が必要です。 

市民・事業者の行動を変えるというところでは、エネルギー分野の施策

の柱「ライフスタイルや事務活動の転換促進」の施策の中に「市民・事業

者との連携・協働により日常生活や事業活動における地球に配慮した行動

の普及促進」と記載しています。 

 ライフスタイルの転換を進めていく中で、効果的な行動の普及促進を促

す際の参考としてまいります。 

2 
「「プラスチック資源循環戦略」策定に向けた取組が進められている」

と記載されていますが、令和元年５月３１日に策定されています。 

文言を修正します。 

3 

1 ここ数年間の夏の暑さがひどくなっていますが、暑さ対策にゴーヤカ

ーテンをしていますが、それでは対策になっていません。 

2019 年夏朝からクーラーをいれないといれない暑さでした。去年は、

昼間で我慢でき、一昨年は、14 時までは我慢できました。 

「気候非常事態宣言」を吹田もだしてほしいです。6 月～10 月に外

で運動するなんて自殺行為。 

2 炭素を早く進めるために自然エネルギー＆水素エネルギーに変えてい

き、水素ステーションを吹田にも作ってほしいです。 

3 暑さ対策に街中にも街路樹を植えたらいかがでしょうか？ 

 

1 及び 3 ご意見を踏まえ、暑熱環境対策につきましては、屋上緑化・壁面

緑化などの高温抑制化やクールスポットの創出などに取り組みながら、指

標としています。「居住地周辺の夏の暑さ（涼しさ）に満足している市民

の割合」を向上させるべく施策を進めてまいります。 

2 水素エネルギーの導入促進につきましては、水素を作り出す際に CO₂を

排出するなどの問題点もありますので、今後の技術革新など、社会動向を

注視し、必要に応じて検討します。 
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NO 提出意見 市の考え方（回答） 
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人口が増え続け緑が減少しているという吹田市にとって、一番急ぐ課題

は、「生物多様性の保全」と考えます。いくら街路樹が増えても公園に木

を植えても、自然の森や林に勝るものはありません。単に数字だけでなく

質が問われなくてはいけないと考えます。 

 吹田にどんな生きものがいて、どんな生態系があるのかをちゃんと調べ

て、それを守っていくという行動が大切と考えます。生物多様性の認知度

やイベントの参加者数が挙げられていますが、肝心の吹田の生きものを知

り守るという行動があってこそ成り立つものです。知識や参加する気持ち

は大事ですが、その中心である生きものがあってこそであるということを

忘れないでほしいと思います。「生物多様性保全」の具体化、「地域戦略

の策定」を掲げるべきと考えます。 

 市長さんは北摂他市との共同歩調を唱えられていますが、この間の共同

作業の進捗はどうだったのでしょうか？私はとりあえず自分の足元からス

タートすべきであると考えます。吹田が北摂の牽引車になるように頑張っ

ていただけないものでしょうか。 

本市における「生物多様性地域戦略」の策定につきましては、現時点で

は考えておりませんが、環境まちづくりガイドラインを用いた開発誘導や

本計画に新たに盛り込んだ施策「特定外来生物の防除活動」及び「生物多

様性の保全への理解を深めるための効果的なイベントの実施及び啓発活

動」などにおいて、生物多様性の保全に取り組んでいきます。 

また、今後、本市の自然環境について調査を実施する予定であり、本市

の動植物を把握することによって、生物多様性の保全施策につなげてまい

ります。 

5 

重点目標のまもる「生物多様性の保全を重要だと思う市民の割合：5

0％」とありますが、これから 10 年で 50％ではあまりにも低すぎるの

ではないでしょうか。生物多様性国家戦略では 2020 年で 75％となって

おり、少なくともそのレベルを目指すべきではないでしょうか。 

題 4 節 みどり・自然共生前回、希少種の保全数でアイナエが抜けてい

ることを指摘させていただきましたが、その回答が以下のようでした。 

「環境部で発行している「すいたの自然 2011」に、アイナエの記述は

なく、また「吹田市第２次みどりの基本計画（改訂版）」においては、市

民が保全活動をしている希少種４種を指標としています。これらのことを

踏まえ、「吹田市第２次みどりの基本計画（改訂版）」との整合性を図る

観点から、指標を設定しています。今後の 2021 年度版の「すいたの自

然」の発行（予定）に向けた調査において精査を行い、必要に応じて改訂

時に指標等の見直しを行います。」  

第 2 次みどりの基本計画（改訂版）との整合性をとるためとしています

が、第 2 次みどりの基本計画では「ヒメボタル、コバノミツバツツジ、ヤ

マサギソウ、イヌセンブリなど」で 4 種に限定していません。本基本計画 

生物多様性国家戦略の目標 75％については、認知度となっています。本

市は認知度のみならず、重要性についての向上を目指していますので、本

目標値としています。 

本市の自然環境について、調査を実施する予定であるため、その結果、

アイナエについて必要であると判断することなった場合には、改訂版時な

どに追加することを検討します。 

本市における「生物多様性地域戦略」の策定につきましては、現時点で

は考えておりませんが、環境まちづくりガイドラインを用いた開発誘導や

本計画に新たに盛り込んだ施策「特定外来生物の防除活動」及び「生物多

様性の保全への理解を深めるための効果的なイベントの実施及び啓発活

動」などにおいて、生物多様性の保全に取り組んでいきます。 

また、今後、本市の自然環境について調査を実施する予定であり、本市

の動植物を把握することによって、生物多様性の保全施策につなげてまい

ります。 
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5 

でアイナエを附加しても何ら問題はないと思います。むしろ付け加えて周

知を図るべきです。 

生物多様性地域戦略について これも前回指摘させていただきました

が、「吹田市独自の戦略策定は、現時点では考えておりません」との回答

でした。しかし、急速に開発が進む中で具体的な対策を取らない限り、吹

田市内において生物多様性の保全はできないと思います。環境基本計画に

おいても吹田市の生物多様性戦略を位置づけるべきだと考えます。 

 

6 

「生物多様性地域戦略」を策定し保全へ 

 市民の意識調査で ③水（河川・池等）のきれいさ ⑨動物、虫、魚な

ど身近な生き物の豊さ ⑯環境学習の場や機会の多さの市民の満足が低

い。③の水には外来種の多さがあるように思う。 

 生物多様性の啓蒙啓発する部署があっても、保全する部署が見えない。 

 市民活動を含めて生物多様性を保全する活動の低調さが、上記の市民意

識にあるのではないか。外来種駆除の取り組みもほとんど見られないが、

行政がリードしないと進まない。 

 生物多様性地域戦略に掲げる「区域の自然的社会的条件に応じた施策を  

策定、実施」を願う。 

本市における「生物多様性地域戦略」の策定につきましては、現時点で

は考えておりませんが、環境まちづくりガイドラインを用いた開発誘導や

本計画に新たに盛り込んだ施策「特定外来生物の防除活動」及び「生物多

様性の保全への理解を深めるための効果的なイベントの実施及び啓発活

動」などにおいて、生物多様性の保全に取り組んでいきます。 

また、今後、本市の自然環境について調査を実施する予定であり、本市

の動植物を把握することによって、生物多様性の保全施策につなげてまい

ります。 

7 

自動車に過度に依存しない交通環境整備 

吹田市は丘陵地形で道路幅が狭く急坂のところが多い。特に東西方向の

交通が不便で、自動車を使わざるを得ないことも多い。 

例えば、千里山・円山町地域では、100 坪以上の生垣付邸宅が売れる

と、2.・3 戸の住宅に分割され、2～3 台の駐車場付きとなり、緑の減少

と自動車による CO₂増加を招いている。自動車がなくても市内の移動が

容易となる環境づくりが大切である。（例えば、公共交通の充実） 

このような観点から市内交通システムを白紙から見直し、本当に市民に

とって便利な交通システムを考えることが大切である。（特別検討部会が

必要では？） 

本市の公共交通は、鉄道、モノレール及び路線バスなどが充実し、一部の

地域を除いて、基幹交通ネットワークが完成しており、交通利便性に優れて

いると言えます。 

本市では、平成 22 年（2010 年）3 月に「地域公共交通総合連携計画」

を策定し、各種事業展開しております。 

今年度、今後の公共交通施策や行政の適切な支援策についての検討に必要

な客観的データを取得するための基礎調査を進めているところであります。 

また、路線バスなどの公共交通が不便で鉄道駅からの高低差がある千里丘

地区では、移動手段の確保等を目的としてコミュニティバスの運行、さらに

千里山地区等においても、コミュニティバス運行へ向けた実証実験を行い、

試験運行へ向けた準備を進めております。 

引き続き、地域の実情に応じ、交通環境の充実化を図っていきます。 

なお、検討部会等の会議体の設置については、必要に応じて検討してまいり

ます。 
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1 下記、意見に対する市の考え方（回答）は、バックキャスティングで

目標を立てているので、手段（根拠）は無い、今年、「吹田市第 2 次地

球温暖化対策新実行計画」において検討したいと考えています。との事

でした。 

バックキャスティングで行うのは良いと思いますが、現在の実績から

実現可能性は考えるべきと思います。今後の課題としてご検討の程よろ

しくお願いします。 

P21 の第 4 章_第 1 節エネルギー 

限りあるエネルギーを大切に使う低炭素社会への転換 

2 指標_市域の年間温室効果ガス排出量の目標値（下記） 

2020 年度 1990 年度比 25%削減で 1,315 千 t-CO2 

2028 年度 1990 年度比 38%削減で 1,092 千 t-CO2 

＊3.11 の影響で原発が減り、排出係数が上がり、達成できない状況

です。 

提案です。パリ協定の温暖化を 1.5 度を目指すと有りますので、目標

は良いと思います。目標を達成する手段（根拠）についても記載して欲

しい。(目標を達成するのは、吹田市として、規制してでもやるべき事

と思うので提案しています）以上ご検討の程よろしくお願いします。 

 

2 P29 の第 4 章_第 1 節エネルギー_再生可能エネルギーの活用を中心

とした低炭素社会への転換フューチャーデザインでも 2050 年には、

再生可能エネルギー100%と有ります。COP25 でも多くの国が、脱炭

素社会を目指すと合意しています。再生可能エネルギーの導入拡大

_RE100 に向けた再生可能エネルギー比率の高い電力調達の推進及び

促進と有ります。 

以上の状況から低炭素社会への転換でなく脱炭素社会への転換が妥当

だと思います。 

低炭素社会―＞脱炭素社会への変更の検討をお願いします。 

 

3 2018 年にグリーン購入ネットワーク（GPN)主催の「第 19 回グリ

ーン購入大賞」行政・民間団体部門において大賞を受賞しました。と有 

1 ご意見を踏まえ、今後の参考にさせていただきます。 

 

2 「脱炭素社会」という文言につきましては、環境審議会においても同

様の意見をいただきましたが（ホームページのＵＲＬは次のとおり。

https://www.city.suita.osaka.jp/var/rev0/0381/5514/11972

415354.pdf）、本計画が、市の最上位計画「第 4 次総合計画」に基

づいているもので、「第 4 次総合計画」に「低炭素社会」との記載を

していますことから、全庁的に関わるものでもありますので、「低炭素

社会」と記載しています。今後の改訂時の参考とし、検討します。 

 

3 再生可能エネルギー比率の高い電力調達については、本計画のエネルギ

ー分野の施策の柱「再生可能エネルギーの導入拡大」の施策の一つとし

て「ＲＥ100 に向けた再生可能エネルギー比率の高い電力調達」を記載

し、盛り込んでいます。 

なお、令和２年１月 28 日から 2 月 28 日まで市民向けに、再生可能

エネルギー比率の高い電力へ切替のためのキャンペーンを行っていま

す。詳しくは、ホームページをご参照ください。（ホームページのＵＲ

Ｌは次のとおり。https://group-buy.jp/energy/suita/home） 

 

4 ＲＥ100 の考えである事業運営に必要なエネルギーをすべて再生可能

エネルギーで賄うということを周知していくことは重要であると考えて

おりますが、ＲＥ100 の主体が企業であることから、その認知度という

指標を本計画の目標に掲げることには適当でないと考えています。 

しかしながら、RE100 の概念が広がることは、再生可能エネルギー利

用への意識向上に寄与するものと考えていますので、電力調達などの施

策を通じて周知していけるよう検討します。また、ZEB・ZEH に関して

は、国がロードマップ（ＺＥＢについてのＵＲＬ：https://www.enech

o.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/suppor

t/index02.html、ＺＥＨについてのＵＲＬ：https://www.enecho.me

ti.go.jp/category/saving_and_new/saving/general/housing/index

03.html）を示すなどしているところです。 
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り、この活動をまず公共施設で再生可能エネルギーの比率が高い企業か

ら電気を購入し、コストも下げている効果が出ている。これを吹田市全

域に広げる準備を去年中に行う計画と聞いていましたが、これを計画に

盛り込めないか検討して頂きたい。（これが出来ないと 2028 年度の

計画が達成できないと思われます） 

 

4 P28_事業者の意識調査結果_RE100 の認知度現在の 4%と有ります

が、認知度を上げる為の方法等どう考えているのか、ZEH,ZEB を進め

ないと難しいと思うので新築の家・マンション等には、どういう規制・

計画が有るのか？等を教えて欲しい。又、RE100 の認知度の目標値を

出して欲しい。 

 

5 「生物多様性の保全を重要だと思う市民の割合」が現状 36.6%と有

りますが、どのような調査結果なのか？教えてください。又、目標が

50%ですが、どのような方法・手段で上げるのか？教えてください。 

 

6 環境美化活動で 1 回/月、ゴミ拾いをしていますが、タバコのポイ捨

てが何時も有ります。何か？減らす活動をしていますか？例えば、①タ

バコのケースに「ポイ捨て禁止」の表示をする。②タバコをポイ捨てし

てもタバコの材料が自然に変えるものに材料を変更する。③タバコを売

る時、タバコの吸い殻入れも一緒に販売する。等具体的活動を教えて欲

しい。 

 

7 コラム_地域循環共生圏の構築に向けた取組 地域循環共生圏に関する

これまでの取組 フォーラム 3 回と「吹田市木材利用基本方針」を策定

（2018/12)と有りますが、2019 年の活動された結果、問題点・課

題等見つかっていると思います。計画に対する実績も含め問題点・課題

等を教えてください。 

 

本市では、環境まちづくりガイドライン【開発・建築版】を活用し、

開発事業者に求めているところです。 

 

5 平成 28 年度に行われた市政モニタリングにて、生物多様性の認知度調

査を行いました結果となります。（ホームページのＵＲＬは次のとお

り。https://www.city.suita.osaka.jp/var/rev0/0168/8424/1176

22101356.pdf） 

目標に向かって、イベントの実施や啓発活動などによりその重要性の

認知度を向上させていく予定です。 

 

6 本市では、ポイ捨て禁止等の啓発用看板を作成し、必要に応じて配布す

る等して、環境美化の啓発に努めています。また、環境美化推進重点地

区における環境美化指導員（市職員）による巡回活動に加え、随時、環

境美化推進員（市民・事業者等）による啓発・清掃活動や、年に２回環

境美化キャンペーンを実施し、市内駅頭にて、早朝より環境美化啓発グ

ッズの配布による啓発を行っております。これらの活動を、今後も継続

することにより市民への啓発を図ってまいります。 

なお、①～③の御意見につきましては、機会があれば、ＪＴ等たばこ

販売業者にお伝えいたします。 

 

7 公共建築物等に能勢町産材をはじめとした府内産材を中心に国産材を使

用するため、「能勢町産等木材利用推進検討会議」を立ち上げ、木材利

用のガイドラインを作成すべく、検討を進めています。その中で、能勢

町産材の調達やどのように使用するのかなどの課題があり、学識経験者

などを交えながら検討をしているところです。 

詳しくは、ホームページをご参照ください。（ホームページのＵＲＬ

は次のとおり。https://www.city.suita.osaka.jp/home/soshiki/div-k

ankyo/kankyoseisaku/shingikai/_95945/_95955.html） 

 

 


