
 

 

 

※上の枠内は，必ず記入してください。 

※ご記入いただく個人情報（住所，氏名，電話番号等）につきましては，今回募集する意見

を確認する必要がある場合のみ利用させていただきます。 

※意見募集結果の公表の際は，上の枠内の内容は公表しません。 

 

ご意見記入欄 

氏  名 （ 又 は 名 称 ）  胡子 雅信 

住 所（又は所在地）  江田島市大柿町大原５５６３番地４ 

電 話 番 号  ０８２３-５７－２１８４ 年齢  ５１歳 性別   男 

意見提出者の区 分 

※該当する番号に○を

付してください。 

１ 市内に住所を有する方 

２ 市内に通学している方 

３ 市内に通勤している方 

４ 当該案件に利害関係を有している方（法人その他団体含む） 

 〔利害関係の内容：                    〕 

件名： 「第２次江田島市環境基本計画」（案） 

 

Ｑ 江田島市環境基本条例の改正を検討してはどうか。 

平成 23 年（2011）4 月 1日に施行された同条例第 10 条に基づいて『環境基本計画』を策定しま

す。条例ができて 11 年が経過しており、当時と比べて世界中で環境に対する取り組む内容が大きく

変化したと思います。 

このたびの計画（案）には、“脱炭素社会（カーボンニュートラル含む）”、“マイクロプラスチ

ック問題”、“SDGs”などが掲載されており、新たな世界基準や国の方向性を加味した条例改正も必

要と思います。 

 

Ｑ 江田島市も『SDGs 日本モデル宣言』に賛同してはどうか。2022 年 2月 2 日現在、432 自治体（都

道府県 42、市区町村 390）が賛同しており、広島県内では、県、呉市、東広島市が名を連ねていま

す。 

 

SDGs 日本モデル宣言とは、地方自治体が国や企業、団体、学校・研究機関、住民などと連携し

て、地方から SDGs を推進し、地域の課題解決と地方創生を目指していくという考え・決意を示す

ものです。 

①自治体主導の官民連携のパートナーシップによる地方創生 

②企業・金融の力を生かした社会的投資の拡大とイノベーション 

③世代、ジェンダーを超えたパートナーシップによる住民が主役となる SDGs の推進 

 

江田島市パブリックコメント意見提出様式 



 

 

 

Ｑ 第 2 次計画を策定後、実施計画は策定するか。もしくは、江田島市総合計画の実施計画で PDCA

サイクルを回すという認識で良いか。 

 

P3  ２海洋プラスチック問題への取組み 

「GREEN SEA 瀬戸内ひろしま・プラットフォーム（略称 GSHIP）」が表記されているが、QR コード

若しくは URL を表記することで、その団体を知ってもらう工夫が必要です。 

これも P31 にある重点プロジェクトの【１市民一人一人の関心・行動を高める，環境教育の推進】

の一環になるのではないか。 

 

P4 ３地球温暖化対策・低炭素社会  

 平成 27 年（2015 年）採択されたパリ協定において、「産業革命以降の気温の上昇を 2℃または

1.5℃までに抑える」という具体的な長期目標が設定されたことをきっかけに、世界が目指す社会

は、低炭素社会から脱炭素社会に変わっていることは表記されていますが、第 2次計画は令和 4 年度

（2022）～令和 13 年度（2031）の 10 年計画です。 

 

 令和 3 年（2021）5 月の改正地球温暖化対策推進法も表記されており、『脱炭素社会』へと進むこ

とを強調する工夫が必要です。すでに地方紙（中国新聞）でも『脱炭素社会』の特集記事を掲載して

おり、『低炭素社会』から『脱炭素社会』へと世の中は移行しています。 

 

広島県の第 6 次環境基本計画（令和 8 年度～）や環境省の第 6 次環境基本計画（令和 5 年度～）

は、『低炭素社会』から『脱炭素社会』へと軸足を移すと思います。 

 

P11 ５海洋ごみの状況 

広島県海岸漂着物実態調査報告書（令和 3年 3 月）から抜粋されている資料を掲載しております

が、広島県西部海岸の漂着物の内訳（令和 2年度（2020 年度））が掲載されています。 

 

Ｑ『江田島市』の環境基本計画なので、江田島市の観測地点である、①大奈佐美島、②串海岸、③長

瀬海岸、④長浜海水浴場の４カ所の重量・体積を分かり易く表として掲載してはどうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

（参考）広島県海岸漂着物実態調査報告書（令和 3 年 3月）の P34 にある、『表- 5.3.5(2) 海岸漂

着物組成調査結果(四季調査組成分類詳細結果』における大奈佐美島の調査結果。 

 

 

 

 

 



 

 

 

P12 第２章 これまでの江田島市の取組と評価 

 

（１）江田島市の取組について 

第１節の『目標指標の達成状況』には、前計画策定時に設定した目標に達成したかの評価を行っ

ているが、『江田島市の取組』が記載されていない。 

前計画（以下、第 1次計画）が策定された平成 24年 3 月以降、平成 24 年度から令和 3年度まで

の 10年間で、第 1次計画の『第３章 施策の展開』に掲げた市の取組（施策）で投じた税金（決

算額）及び効果を取りまとめて、第 2 次計画の参考資料として掲載してください。 

 

併せて江田島市環境基本条例や江田島市環境審議会（設置条例含む）、江田島市環境基本計推進

庁内委員会の構成メンバー（計画を推進する組織の明確化）を参考資料として掲載してください。 

 

特に、『推進庁内委員会』は計画の進行管理を担う重要な『組織』であることから、構成委員を

明記することは、『計画の責任所在を明らかにする』こととして極めて重要です。 

 

（２）目標指数について 

 環境指標（数値目標）が森林面積、緑地保全地域の面積、自然海浜保全地区の延長（長さ）な

ど、大きな山火事や自然災害で失われること以外、変化がないものを目標値としていることに違和

感を覚える。 

 

  森林保護のための税投入額、また、海外漂着ごみ回収量及び処理費なども市の取組みとして掲載

することが必要ではないか。（環境保護のための費用） 

 

  『ごみ排出量』や『海岸漂着ごみの削減（若しくは回収量／回収回数）』も新たな目標指数とし

て掲げてもよいのではないか。 

 

P13 基本目標３（ごみ搬入量）と基本目標４（二酸化炭素排出量） 

 

【ごみ搬入量】 

Ｑ1 基準値に（平成 24年 3 月）とあるのは、第 1 次計画で設定した年月ということか。 

Ｑ2 第 1 次計画で平成 21年度のごみ搬入量（14,666 トン）を現況値としているので、このたびの基

準値を 14,666 トン（平成 21年度）と表記しているということでよいか。 

Ｑ3 搬入される「ごみ」の種類は何か。生活系ごみ搬入量と事業系ごみ搬入量の合計か。 

Ｑ4 ごみ搬入量の現状値 8,929 トンは【何年度】の数値か表記してください。 

Ｑ5 一人当たりの「ごみ排出量」も付記してはどうか。 

 



 

 

【二酸化炭素排出量】 

Ｑ1 二酸化炭素排出量は何処の数字を引用しているのか。 

Ｑ2 江田島市第 3 次地球温暖化対策実行計画のことも紹介してはどうか。 

 

 

 

【参考】人口減少率 

H24 年度(4/1) R4 年 2 月 1 日 増減 減少率 

26,744 人 21,741 人 5,003 人減少 18.7％ 

 

P25 安心して快適に暮らせる環境のしま（生活・快適環境の保全） 

 

『不法投棄』について 

 過去 10 年間の不法投棄事例を記載してはどうか。毎年、江田島市公衆衛生推進協議会が『不

法投棄ごみ撤去』を実施している実績及び『不法投棄ごみの写真』を掲載してください。 

 

P26 資源を上手に使う環境にやさしいしま（循環型社会の構築） 

 江田島市の 1人 1 日当たりのごみ排出量と全国平均、広島平均の表を掲載してください。『見

える化』することが大切です。 

 

令和元年度一般廃棄物処理事業の概況（広島県資料） 

全国平均 広島県平均 江田島市 

877g／人・日 881g／人・日 1,062g／人・日 

 

 

 



 

 

 

P28 ネット・ゼロカーボンの語彙説明を入れてください。 

（参考）広島県 HP から 

「ネット・ゼロカーボン」とは，二酸化炭素などの温室効果ガスの人為的な発生源（事業活動

や日常生活）による排出量と，建設資材等の原材料への二酸化炭素の再利用や森林吸収等によ

る除去量とが均衡した，温室効果ガス排出量の実質ゼロを指すこと。 

 

P31 第３節 重点プロジェクト 

第１次計画 第２次計画 

１．海ごみ削減プロジェクト １．市民一人一人の環境への関心・行動を高

める、環境教育の推進 

２．地球温暖化対策プロジェクト ２．きれいな海を育むための廃棄物等流出防

止の推進 

３．環境アカデミー創出プロジェクト ３．地球温暖化防止に向けた取組と地域振興

の両立 

 

第 1 次計画では、P80 にプロジェクト推進会議の運営についての記載がある。 

 

環境基本計画推進庁内委員会が主体となり、特に重点的に取り組むべきこととして、１．海ご

みの削減、２．地球温暖化防止対策、３．環境教育・学習の推進について、関係各課により構成

されたプロジェクト推進会議を設置し、強力な推進を図るとあった。 

 

会 議 名 推 進 施 策 

① 海ごみ削減プロジェクト推進会議 ・海ごみの現状把握 

・漂着ごみ対策の推進 

・漂流ごみ、海底ごみ対策の推進 

・ごみのポイ捨て防止の啓発活動 

② 地球温暖化対策プロジェクト推進会議 ・自転車とエコカーのまちづくり 

・再生可能エネルギーの推進 

・省エネルギーの推進 

・地球温暖化防止に関する情報提供・普及啓

発活動 

③ 環境アカデミー創出プロジェクト推進会

議 

・環境教育等推進に関する行動計画の作成 

・環境学習指導者の育成 

・環境学習プログラム等の教材の作成 

・環境アカデミーの創出 

  



 

 

 

Ｑ 平成 24 年度（2012）～令和 3年度（2021）の 10 年間における３つのプロジェクト推進会議

について。 

・推進会議の構成メンバーはどうか。 

・10 年間で何回開催されたのか。 

・議事録などは残っているのか。（毎年 PDCA サイクルを回しているかの記録） 

 

Ｑ 第 1 次計画の３大プロジェクトは、名称を変えつつ、引き続き重点プロジェクトとして位置

づけられている。 

第 2 次計画でも重点プロジェクトに対しての推進会議を設置し、PDCA サイクルを回して計画

の進捗管理及び市民への情報公開をする必要があると考えるがどうか。 

 

P37～P77【第 3節 基本施策と各主体の取組】の基本目標１～５の各主体の取組について 

 基本目標１～５で、【各主体の取組】として、「市民の役割」、「事業所の役割」が記載され

ています。また、それぞれの基本目標における【施策の内容】は【市の役割】であることが分か

ります。 

 

P35 にある各主体の基本的役割として、１．市の役割、２，市民の役割、３．事業者の役割と

記載してありますので、【施策の内容】を【施策の内容（市の役割）】と表記したほうが誤解を

招かないと思います。 

 

Ｑ【施策の内容（市の役割】として、多岐にわたって掲載されています。第 1 次計画では、施策

の内容について、（強化）、（新規）、（継続）と表記していました。第 2 次計画でもこのよ

うにしてはどうか。 

 

P65～66 ２ 環境保全活動の推進 

Ｑ 事業者に ISO14001 やエコアクション 21 などの環境マネジメントシステム導入などの情報提

供や普及啓発に努めることは良いとして、江田島市においても、環境省が取りまとめたエコア

クション２１地方公共団体向けガイドライン 2017 年版にそった環境マネジメントシステムを

構築し、環境基本計画や地球温暖化対策実行計画等の実施運用とその結果の評価及び成果の公

表等を効果的かつ効率的に行ってはどうか。 

 

地方公共団体は地域において地域循環共生圏を創造する推進役となり地域資源を活かし自

立・分散型の社会を形成していくとともに地域の特性に応じて補完し支え合う仕組みを作って

いくことが求められています。 

 

 



 

 

江田島市が自らの事務・事業における CO2 排出量削減等の環境への取組だけではなく、低炭素

型の都市・地域づくりの担い手である域内の事業者に環境への取組を推進し、CO2 削減と事業者

に対する必要な支援をすることが重要です。 

 

P73 野外焼却 

Ｑ「県との連携」は何を意味しているのか。具体的には県の広報誌等をホームページや『広報え

たじま』でお知らせすることか。 

 

P75 花いっぱい運動の促進 

Ｑ 花いっぱい運動とは、具体的にどのようなことか。また、市の支援にはどのようなものがあ

るか。 

Ｑ 国道・県道・市道沿いの花壇に植栽する団体（自治会・女性会等）の活動している写真を掲

載してはどうか。 

 

P76 Ｑ 海浜清掃活動の活動している写真(毎年、『海の日』前後に海浜清掃している漁協の活

動)を掲載してはどうか。また、民間企業が長瀬海岸でほぼ毎年しているイベントについても

紹介してはどうか。 

 

※｢コスモアースコンシャス アクト クリーン・キャンペーン｣ 

 コスモ石油と広島 FMをはじめとする JFN38 局がパートナーシップを組み、「アースコンシ

ャス～地球を愛し、感じるこころ～」をテーマに、リスナーと共に全国の海や公園などを舞台

に自然と親しみながら清掃活動を行う。 

※2010 年ころから開催されているが、ほとんど長瀬海岸で開催されている。 

 

P77 永田川カエル倶楽部の紹介記事 

広島県の『せとうち海援隊』制度で江田島市内の唯一登録している団体です。『せとうち海

援隊』が活動する地域の市町は回収したごみの処分などについて協力し、県と連携してプログラ

ムをバックアップすることになっている。 

 

Ｑ 『せとうち海援隊』制度について市はもっと積極的に PR することが大切であり、このことを

計画書に表記してはどうか。（啓発活動） 

 

広島県では，県内の海浜で，清掃・美化活動や生物調査などの環境保全活動をボランティアで行う

団体を「せとうち海援隊」として認定。関係市町と協力して，団体の活動を応援します。 

広島県は，せとうち海援隊の活動に対して，活動に必要な資材の提供，傷害保険・ 賠償責任保険

への加入や，活動状況の PR などにより支援を行います。 

 



 

 

※いただいたご意見に対しての個別の回答はいたしかねますので，予めご了承ください。 

※上記スペースにご意見が入りきらない場合は，複数枚使用してください。 

【提出先】（郵送）〒737-2297 江田島市大柿町大原505番地 江田島市市民生活部地域支援課 

（Ｅメール）chiikishien＠city.etajima.hiroshima.jp 

（ＦＡＸ）0823－57－4432 

※市民センター（江田島・能美・沖美）及び三高支所にも直接提出できます。 

 

P78 第１節 計画の推進体制 

Ｑ 江田島市環境基本計画推進庁内委員会の構成メンバーを表記してください。（再掲）また、

市民アンケートや市民との定期的な懇談会を開催してはどうか。 

  

P79 計画の進行管理 

Ｑ 第 1 次計画でも進行管理の記載はあったが、これまで「見える化」されてない。具体的には

どの部署（若しくは組織）が PDCA を回していくのか。 

 


