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琵琶湖環境部環境政策課

持続可能な滋賀社会ビジョン（素案）に対して提出された
意見・情報とそれらに対する滋賀県の考え方

１ 県民政策コメントの実施結果について
平成19年12月25日から平成20年１月25日までの間、滋賀県政策コメント制度
に関する要綱第４条の規定に基づき、「持続可能な滋賀社会ビジョン（素案）」
について、意見・情報の募集を行った結果、38人の方から１48件の意見・情報
が提出されました。
これらの意見等について、項目ごとに整理し、それに対する考え方を示しまし
た。
なお、とりまとめの便宜上、提出された意見等は適宜要約したものとなってい
ます。また、今後、持続可能な社会実現に向けて参考とさせていただく意見等
については、県の考え方は示しておりません。

２ 提出された意見・情報の概要
ビジョン全体に関するもの

18 件

第１章 「背景とねらい」関係

1件

第２章 「2030年の滋賀の姿」関係

8件

第３章 「目標」関係

7件

第４章 「対策・施策」関係

57 件

第５章 「プロジェクト例」関係

35 件

副題に関するもの
用語関係
レイアウト関係
意見総数

2件
16 件
4件
148 件

３ 県民政策コメントに対する意見・情報等に対する考え方
番号 頁 章

意見・情報等（概要）

意見・情報等に関する考え方

ビジョン全般に関するもの
1

−

− 温暖化対策は「行動する時期」に来て
いることを痛感する。国を挙げて「温室
効果ガス削減」に取り組むことが最優
先であり、県民にPRし、取組を進めるこ
とが急務である。

温暖化対策は国においても重要課題
として取り組んでおり、県でも滋賀県地
球温暖化対策推進計画での取組を進
めるとともに、温暖化対策の情報発信
に努めているところです。
さらに、今後このビジョンが県民、事業
者、行政などの共有する指針となり、
温室効果ガス半減を目指し協調して取
り組めるよう、周知に努めます。

2

−

− 文字だけでは、目指す方向のイメージ
が分かりにくい。ビジョンの映像化が大
切である。作成の経費は、県民から募
金するのが良いのではないか。少額で
もお金を出すことによって、自分が作っ
たとの意識が生まれる。

県民、事業者、行政など幅広く周知を
図るため、分かりやすい概要版を作成
する予定です。映像化についての御提
案は今後の施策の参考とします。

3

−

− CO2排出量を 50％削減した社会生活
（1960年代前後と同等の社会生活）の
ビジョンを県民一人ひとりが明確にイ
メージできるツールとして、分かりやすく
楽しい映像を作成してはどうか。作成に
は、県内大学の映像関係の学部の学
生に携わってもらったり、環境関係の組
織やNPOとも連携したりすることが重
要。

4

−

− 「地球温暖化対策推進計画」の目標未 滋賀県地球温暖化対策推進計画では
達を十分反省し、その上に立ってビジョ 2010年に、温室効果ガスを1990年比
ンを策定すべき。
で９％削減することを目標としており、
その達成に向けて現在取組を進めて
いるところです。ビジョンでは同計画に
掲げる対策に加えて、2030年で50％
削減の達成に向けた取組を提案して
います。

5

県のCO2排出量の実績数値は、温暖
化対策推進計画では2002年の実績値
が掲載されているが、より直近の実績
値を記載すべき。

温室効果ガスの排出量は、滋賀県地
球温暖化対策推進計画の改定と合わ
せて測定しており、2002年の実績値が
直近の数値です。なお、データ収集の
関係から、現行の計画に対する2006
年の実績は、2008年度に測定する予
定です。

番号 頁 章

意見・情報等（概要）

意見・情報等に関する考え方

6

−

− ビジョンの作成・審議過程において市
町村担当者や市民の意見がより反映さ
れるよう、審議会メンバーの見直しが必
要。

ビジョンの策定に当たっては、滋賀県
環境審議会に諮問しました。審議会で
は市担当者や地域団体、産業界、学
識経験者など様々な立場の方で構成
する持続可能な滋賀社会ビジョン策定
小委員会を設置し検討が行われまし
た。
小委員会での審議のあと、審議会で
の議論を経て、知事に答申されました
が、審議会には公募した県民の方も委
員として参加されています。
（「持続可能な滋賀社会ビジョン策定
小委員会」の構成員等は資料編Ｐ３、
Ｐ４に掲載しています。）

7

−

− 低炭素化と琵琶湖再生だけでなく、福
祉・健康、工業・農林業、教育等もビ
ジョンに取り込み、これを県全体の長期
構想に位置付けるべき。

県行政の総合的な推進のための指針
として、「滋賀県基本構想」が策定され
ています。
このビジョンは、基本構想の基本理念
や目指すべき将来像を、広い意味で
の環境政策を通して実現するため策
定するもので、「持続可能な滋賀の社
会像」は基本構想と整合を図りながら
検討しました。
ビジョンで示した施策の方向は、次期
環境総合計画やその他の諸計画に反
映するとともに、庁内外の関係者によ
る施策検討ワーキンググループを軸
に、実現可能な施策の検討を行い事
業化につなげます。

8

−

− このビジョンが今後の県環境政策の基
本となるのか。また、今後ビジョンをどう
具体化していくのか。さらに、ビジョンの
検討に当たって、環境以外の部署（農
林等）との協議はされているのか。

9

−

− 県の各部局・課内や県外の機関との連
携が必要。プロジェクトの一つとして、イ
ニシアティブ組織による県全体の推進
プログラムを考えるべき。

番号 頁 章

意見・情報等（概要）

意見・情報等に関する考え方

10

−

− ビジョン実現の鍵は産業分野。「産業振 現在、改訂中の「滋賀県産業振興新
興新指針」と本ビジョンとを政策連携さ 指針〈改訂版〉 （素案）」では、「環境と
せてはどうか。
共存する持続的な産業・経済の発展」
を基本的視点の一つと しており、本ビ
ジョンと目指す方向は一致していると
考えます。
具体的には、本ビジョンでは産業の将
来像の一つに「環境産業クラスターの
形成」を描いていますが、このことは滋
賀県産業振興新指針においても同様
に取り上げられています。

11

−

− 「低炭素社会」という目標は分かりにく 「低炭素社会」という言葉は、分かりに
い。「脱温暖化社会」の方が分かりやす くいのではないかという意見が審議会
いのではないか。
でもありましたが、国の「２１世紀環境
立国戦略」では「脱温暖化」に取り組む
ことによって目指す「生活の豊かさの
実感と、二酸化炭素排出削減が同時
に達成できる社会」の意味で、「低炭
素社会」という言葉が使われていま
す。そこで、ビジョンでもこの用語を用
いています。

12

−

− バックキャスティングの手法を用いたと ビジョン策定に当たっては、バックキャ
のことだがどこに反映されているか。
スティングの手法を用い検討を進めま
した。具体的には、まず2030年の人口
や経済成長率などの枠組みを設定し
たうえで目指すべき将来像を描き、そ
の実現のための目標を定めました。そ
してその達成のために、必要な対策・
施策の検討を行い、施策を提示してい
ます。

13

−

− 温暖化対策等の専門家の意見を結集
する努力をして頂きたい。それらを県民
がオープンに討議することによって、理
解が深まる。

温暖化対策に対する県民の皆さんの
幅広い理解と実践には、科学的知見
が不可欠です。このため県としても、そ
うした知見の収集や発信に努めていき
ます。

第１章 「背景とねらい」関係
14

3

1

滋賀県の地理的な特性に関する記載 全体のバランスを考慮し、持続可能な
（琵琶湖の重要性等）がもっと必要では 滋賀を考えるにあたって必要な記述に
ないか。
とどめたものです。

番号 頁 章

意見・情報等（概要）

意見・情報等に関する考え方

第２章 「2030年の滋賀の姿」関係
15

5

2

ビジョンの2030年の人口推計は過小で 2030年の人口は「国立社会保障・人口
はないか。
問題研究所」の推計値（出生率中位、
死亡率中位）を用いました。

16

5

2

県内の企業状況や県の財政事情を鑑
みると、2030年といえどもあまりに楽観
視したビジョンの描き方である。少なくと
も雇用、産業構造、ワーク・ライフ・バラ
ンスなど、主要カテゴリーの計画といか
にリンクしているのかを示すべきであ
り、それらの分析が必要。

17

7

2

18

7

2

一次産業が伸びることを想定したという 基本構想の描く社会像を踏まえてお
ことだが、基本構想と整合はとれている り、将来像のイメージは共有していま
す。
のか。
ビジョンでは、地産地消など食料自給
率が高まるという想定のもと、産業構
造における第一次産業のシェアが増
加することを見込んでいます。

19

9

2

「まちづくり」の将来像について都市計
画の枠組みが必要と考えるが、県とし
て持続可能な社会を目指す都市計画・
農業計画はできているのか。

今回のビジョンはまず、2030年の人口
や経済成長率などの枠組みを設定し
たうえで望ましい将来像を描き、その
実現に至るにはどのような施策が必要
かを検討するという手順で策定を進め
ています。したがって、既存計画との
厳密な整合を前提としたものではあり
ませんが、社会像は県の基本構想を
踏まえたものとなっています。
「サービス業は低賃金」という構造に変 なお、将来像の社会経済の想定のた
化がなければ、サービス業での就業者 めの前提条件は、資料編のＰ５に掲載
の増加はむしろ余暇時間の減少に繋 しています。
がる。この構造からすると、ますます特
定の労働者に業務が偏重し、労働時間
が長時間化する可能性が高くなる。こ
のことを重視しての計画策定が必要で
ある。

本ビジョンは、持続可能な滋賀社会を
実現するために、何をしなければなら
ないか、バックキャスティングにより示
したものです。したがって、既存計画と
の厳密な整合を前提としたものではあ
りませんが、ビジョンの描く社会像は県
の基本構想を踏まえたものとなってい
ます。
ビジョンの基本的な考え方や目標は、
今後策定するまたは改定する、環境総
合計画やその他の関係諸計画に反映
していきます。

番号 頁 章

意見・情報等（概要）

意見・情報等に関する考え方

20

9

2

「住宅・商店などが集約されたり計画的
な住宅立地が進むことにより、まとまっ
たオープンスペースが生まれ、緑地や
親水空間が計画的に配置されるなど、
快適な都市空間が実現しています。」
の部分に、緑地や親水空間に加えて，
「菜園」なども加えてはどうか。もっと宅
地内にも生産拠点を持ち込むべきで，
いわゆる従来の快適な都市空間とは変
えていくべき。

親水空間や緑地と共に、家庭菜園は
身近な自然と触れ合える空間として求
められることを考慮して、「目指すべき
社会像」のまちづくり（都市部）の当該
箇所を次のとおり修正します。
【修正前】
「・・・緑地や親水空間が計画的に
配置されるなど、・・・」
【修正後】
「・・・身近に自然と触れ合える緑地
や親水空間が計画的に配置されたり、
家庭菜園が営まれるなど・・・」

21

9

2

公共交通の基盤整備については、道路
の適正再配分は自転車や公共交通に
とって重要であると考える。また，弱者
の交通やバリアフリー交通についても
触れておくべきではないか。

「安全でゆとりある」の表現の中にバリ
アフリーの考え方が含まれると考えて
いましたが、より分かりやすくするた
め、（交通）の当該箇所を次のとおり修
正します。
【修正前】
「・・・安全でゆとりある・・・」
【修正後】
「・・・誰にとっても、安全でゆとりあ
る・・・」

22

9

2

「暮らし」については、もっと抑制的で禁
欲的なライフスタイルを描くべきではな
いか。また、県民すべてが同じライフス
タイルではなく、多様性のある住み方が
提起されていく方向が望ましい。

このビジョンでは、第１章「背景とねら
い」で記述しているように、あらゆるも
のの価値を損なわず、粗末にすること
なく活かさなければ、「もったいない」と
いう「生活哲学」に裏付けされた「ほど
よい暮らしぶり」を想定しています。「抑
制的」あるいは「禁欲的」といったライ
フスタイルを提案するものではありま
せん。

第３章 「目標」関係
23

10

3

滋賀県だけの目標でなく近畿圏の目標 低炭素社会の実現は、国や自治体、
として実施すれば成功の度合いが高く 民間など様々な主体の取組を通して
なるのではないか。
達成されるものであり、各自治体はも
とより、関西２府７県と経済団体などで
組織する「関西広域機構」など広域連
携組織によっても、様々な取組が行わ
れています。
このビジョンは、本県の目標として提
案したものですが、ホームページなど
を通して県外関係機関へも発信する
予定です。

番号 頁 章

意見・情報等（概要）

意見・情報等に関する考え方

24

12

3

2010年の削減目標９％の進展はどう 「滋賀県地球温暖化対策推進計画」で
か。2030年の50％削減との関係はどう は2010年に温室効果ガス排出量を
か。
1990年比で9％削減することを目標と
しています。
排出量の現状は2002年で13,470千ｔ京都議定書の削減目標との関係はどう
CO2であり、1990年比0.4％増となって
なるか。県としては何％削減を目指して
います。
いるのか。また、現在の排出量はどの
現在、2010年の目標達成に向けて、
程度か。
省エネルギー・省資源行動の徹底や、
低公害車の導入促進等の取組を進め
ているところであり、この目標を当面の
目標値として達成し、その上でビジョン
に掲げる目標を目指すこととします。
また、ビジョンで目指す1990年比50％
の削減は、県民、事業者、そして国や
県、市町など各主体がそれぞれに求
められる取組を進めることにより達成
できるものと考えます。
なお、地域において求められる対策・
施策を、「第４章対策・施策」で示して
います。

25

12

3

26

12

3

2010年の9％削減の目標達成も危うい
のに、2030年に50％の削減ができるの
か。

27

12

3

2030年で温室効果ガス50％削減は県 県庁だけでなく、滋賀県全体で目指す
庁の中だけの話か、滋賀県全体での削 目標です。
減する目標か。

28

12

3

国の目標は2050年で50％削減である。 国は、世界全体の温室効果ガスを現
なぜ滋賀県は2030年で50％削減という 状に比して2050年までに半減するとい
目標を立てたのか。
う目標を世界で共有することを提案し
ています。これは、地球全体での目標
であり、先進国にはより厳しい目標が
求められることが予想されます。
2030年で50％削減するという目標は、
温室効果ガス削減の取組で、滋賀県
が世界や国内をリードしていく姿勢を
示し、設定したものです。

29

22

5

温室効果ガスの削減を進めるために
は、1年ごとの削減数値目標が必須。
長期目標だけでは進まないと考える。

対策の効果が単年度では表れにくい
ことなど、地域で単年度ごとに対策効
果を評価するのは現実的ではないと
考えます。
また、滋賀県地球温暖化対策推進計
画は、５年ごとに見直すこととなってお
り、同計画の目標値を短期目標とし
て、ビジョンの達成につなげます。

番号 頁 章

意見・情報等（概要）

意見・情報等に関する考え方

第４章 「対策・施策」関係
30

14

4

温暖化対策に当たっては滋賀県すべて 第4章対策・施策の基本方向で、「取組
の自治体が実施することが必要。
には、国に求められるもの、地方自治
体に求められるもの、事業者や県民に
求められるもの、さらにはそれぞれの
連携が必要なものなどがあります。各
主体は持続可能な社会づくりのため
県民や事業者の役割を全体的に押え に、将来世代への共通の責任として役
ておくべきではないか。
割を果たしていくことが求められていま
す」と記述しています。

31

14

4

32

14

4

政策手法については、何が有効か提案 「第４章（１）低炭素社会の実現に向け
してほしい。（環境税も含めて）
た対策・施策」で、地域が主体的に実
施できる主な対策・施策を整理し提示
しています。

33

14

4

ビジョンはその実現のために多くの社
会基盤の整備を伴うものであり、その
財源や人員の確保をどのように考えて
いるのかが疑問。

34

14

4

社会の仕組みの変更は住民の理解が 大切な視点であり、第4章(1)低炭素社
必要。「賢い消費行動が持続可能な社 会の実現に向けた対策・施策に具体
会を支える」という視点が大切である。 的に記述しました。例えば、家庭部門
で「長寿命住宅の普及」を、また非エネ
ルギー起源CO2排出部門で「３Ｒの推
進」を取り上げています。

35

14

4

なぜ低炭素社会の実現が地域福祉の 例えば、コンパクトシティの実現によ
向上につながるのか。
り、住民の交流機会が増え、地域の課
題を自分たちで解決する気運が高まる
など、コミュニティ維持や支え合いのま
ちづくりにもつながるものと考えます。

36

15

4

ビジョンの施策を支える科学技術的根 対策・施策は国内の先進事例や検討
拠や県の技術的ポテンシャルはある
事例をもとに本県において実現可能な
か。
ものを掲げています。

37

16

4

38

16

4

学校教育の中に環境授業をより多く組 「第４章 対策・施策 (1)低炭素社会
み入れ、ビジョンを指導出来る環境アド の実現に向けた対策・施策」で、「環境
バイザーを多く養成することが必要。 教育・学習の推進」を記述しています。
御提案は今後の参考とします。
環境教育の推進が必要（特に、地球温
暖化対策・樹木・新エネルギーに関す
る知識）。

ビジョンは県だけの取組で達成するも
のでなく、県民、事業者、国や県、市町
など各主体の役割分担のもとでの取
組によって達成されるものです。県の
施策の実施に当たっては、限られた財
源のなかで、何を優先して行うか等、
十分な検討を行います。

番号 頁 章

意見・情報等（概要）

意見・情報等に関する考え方

39

17

4

削減目標を達成するためには、法規制 「第４章 対策・施策 (1)低炭素社会
または報奨制度の導入が必要。
の実現に向けた対策・施策」の各部門
共通の取組として「温暖化を防止する
総合的な取組（温暖化防止条例等）」
として記述しています。

40

16

4

「ウォームビズ」「クールビズ」が家庭部 家庭部門での記述を次のとおり修正し
門に記述されているが、抵抗感があ
ます。
る。「適正室温の推進」ではどうか。
【修正前】
ウォームビズ・クールビズの推進
【修正後】
適正室温の推進

41

16

4

42

16

4

「対策・施策」の部門に「地域」を加えて 家庭部門の取組を地域での取組に広
はどうか。環境教育の推進や各自治体 げていくことは重要であり、今後の施
の環境対策協議会の活用を求める。 策推進の参考としますが、この箇所で
は、ＣＯ2を排出する主体別に取組を
整理していますので、原案のとおりとし
対策施策一覧で「地域」という枠組みが
ます。
希薄な印象がある。個別の取り組みだ
けでなく地域としての取組も加えてはど
うか。地域において目標値を定めて取
り組むといった自治会的な活動とのリン
クも重要であると考える。

43

16

4

低炭素化社会に向け、家庭と業務の各
部門の「エネルギー効率を高める」施策
として、「軽自動車の利用促進」とある
が、これは「低燃費車の利用促進」とし
てはどうか。

44

16

4

「滋賀らしい環境こだわり住宅」とはどう 資料編の用語解説に記述しています
いうものか。
が、「県内産の木材や自然素材、地場
産製品などを活用し、物理的な長期耐
用性や省エネルギー化、バリアフリー
化などが図られた人と環境にやさしい
木造住宅のこと」です。

45

16

4

なぜ中心市街地に大規模小売店を誘 郊外型店舗等は自動車による来客が
導するとCO2排出量の削減につながる 主となりますが、店舗を中心市街地に
のか。
立地誘導することで、公共交通機関や
徒歩・自転車などによる来店者が増
え、移動に伴うCO2の削減が期待でき
ると考えます。

46

16

4

コンパクトシティは、周辺（郊外）の居住 コンパクトシティは公益施設、商業、住
者が減少するということか。
居などの機能が集約された都市形態
のことであり、郊外での住宅の立地等
が抑制され都市部に集約されることが
期待されます。

当該箇所を次のとおり修正します。
【修正前】
「軽自動車の利用促進」
【修正後】
「低燃費車の利用促進」

番号 頁 章

意見・情報等（概要）

意見・情報等に関する考え方

47

16

4

エネルギーセキュリティ・環境負荷特
性・経済性のバランスを考慮して、再生
可能エネルギーの導入ありきではなく、
多面的取組が評価されるような仕組み
を検討すべき。

エネルギー転換に関わる施策につい
ては、国の取組を軸とした多面的な対
策が必要と考えます。
ビジョンでは地域が主体的に行う対策
として再生可能エネルギーの利用促
進を掲げました。

48

16

4

各部門で「エネルギー需要を減らす」施
策として「エコドライブの推進」とある
が、ここに、近距離移動の徒歩・自転車
利用の推進と対応する条例等の整備を
含めてはどうか。

「(1)低炭素社会の実現に向けた対策・
施策」の家庭、業務の部門に次のとお
り追加します。
【修正後】
□近距離移動での徒歩・自転車利用
の推進

49

16

4

家庭部門の「エネルギー需要を減らす」
施策として，マイカー抑制と自転車の積
極的利用を入れるべき。

50

16

4

運輸旅客輸送部門の「エネルギー需要
を減らす」施策に「コンパクトシティ」とあ
るが、ここに、中心市街地での自動車
利用の抑制と歩行者・自転車道の拡
大・整備を含めてはどうか。

「コンパクトシティ」は、公益施設、商
業、住居などの機能が集約された都
市形態のことです。公共交通の利用促
進や自動車利用の抑制、自転車利用
の促進などを含めた施策例のパッ
ケージとして、「コンパクトシティ」を掲
げています。

51

16

4

家庭部門全般にわたる施策に「エコ住
宅に関する情報提供」とあるが、ここ
に、公共交通機関利用・自転車利用促
進に関する情報提供を含めてはどう
か。

「(1)低炭素社会の実現に向けた対策・
施策」の家庭部門の「□エコ住宅に関
する情報提供」を次のとおり修正しま
す。
【修正前】
「□エコ住宅に関する情報提供」
【修正後】
「□エコ住宅やエコ交通などに関する
情報提供」

52

16

4

「□ハイブリッド自動車、電気自動車な 当該箇所を次のとおり修正します。
どの導入促進」
【修正前】
は「導入促進」よりは，「への転換」では 「□ハイブリッド自動車・電気自動車
ないか。追加されると負荷になる。
などの導入促進」
【修正後】
「□ハイブリッド自動車・電気自動車
などへの転換」

53

16

4

□自転車タクシーの導入
当該箇所を次のとおり修正します。
は「導入」ではなくて，「導入と拡大」とす 【修正前】
るべき。
「□自転車タクシーの導入」
【修正後】
「□自転車タクシーの導入・拡大」

番号 頁 章

意見・情報等（概要）

意見・情報等に関する考え方

54

16

4

対策・施策の一覧は、重複したり関連
する施策も多くある。施策同士の関係
性を整理する図がほしい。

温室効果ガスは、社会経済のあらゆる
活動を通して排出されることから、その
削減に向けての対策を考えるうえで
は、人間活動の領域（ここでは部門と
いう言葉を使いました）ごとに整理する
ことが有効と考え、素案の表として整
理しています。

55

16

4

2030年に向けての、数年ごとのステッ 個々の施策の導入に向けた手順につ
プに応じた施策の実施イメージが戦略 いては今後の検討課題とします。
としてあった方が良い。

56

16

4

自動車利用を誰からやめるかが問題。 県庁では、公用自転車を配備し、近傍
まず行政が率先垂範してはどうか。
への出張に活用するほか、毎月第4金
曜日をノーカーデーと定め自動車利用
の抑制を図っています。

57

16

4

通勤で自動車を使わないという意識転 プロジェクト例で、通勤通学での自動
換が必要。
車利用の抑制策を提示しています。

58

17

4

ビジョンの実現性を確保するため、県と
しての環境条例を制定する必要がある
のではないか。また、2015年あたりで中
間見直しをしてはどうか。

県では既に環境基本条例を定めてお
り、これに基づいて総合的、計画的な
環境行政を推進しています。
このビジョンを、滋賀県環境総合計画
に反映した上で、その進行管理を通し
て、ビジョンの検証を行います。
なお、地球温暖化対策のための法的
措置の必要性についても検討を行い
ます。

59

17

4

エネルギー供給事業者の欄に記載が
ないのはなぜか。

エネルギー供給事業者の取組は国と
エネルギー供給事業者によって取り組
まれるべきものであるため、記述して
いません。

60

17

4

CO2吸収量の増加の部門で「森林の整 薪、ペレットの利用は「□再生可能エ
備」という施策があるが、ここに、森林 ネルギーの導入促進」に含まれると考
の整備に伴う薪・ペレットの利用促進 えており、原案のとおりとします。
（薪ストーブ・ペレットストーブの利用促
進）を含めてはどうか。

61

20

4

「□水と直接接する機会の増大」
当該部分を次のとおり修正します。
これは、分かりにくい。どういう関係性と 【修正前】
意図があるのかつかみにくい。
「水と直接接する機会の増大」
【修正後】
「水と直接ふれあい、水を汚さないこ
とや水辺に棲む生き物の大切さを体
感する機会の増大」

番号 頁 章

意見・情報等（概要）

意見・情報等に関する考え方

第５章 「プロジェクト例」関係
62

21

5

温暖化対策で、国内や世界で行われて プロジェクトの検討に当たっては、国内
いる先進事例からプロジェクトを考える 外の先進事例も参考にしています。
べき。

63

22

5

持続可能な交通システムは、本当に実 ビジョン策定後も庁内検討チームを軸
現可能か。絵に描いた餅に終わらない に実現可能な施策を検討し、事業者
か。
の合意や財源の確保などの条件が
整ったものから事業化を図ります。
上記の趣旨を踏まえ、２１頁の当該箇
所を次のとおり修正します。
【修正前】
「・・・財源の確保など必要な検討を行
い、条件が整ったものから推進を図り
ます。」
【修正後】
「・・事業者の合意や財源の確保など
の条件が整ったものから事業化を図り
ます。」

64

22

5

交通システムについては、EST
（Environmentally Sustainable
Transport 環境的に持続可能な交通）
やMM(Mobility Management モビリティ
マネジメント)といった総合的に地域交
通を検討する仕組みに取り組まないと
個別施策には限界がある。地域別に起
こるそういった取組をバックアップする
仕組みや、先導して取組を生起させる
仕掛けが必要。また、県内全域のバス
電車交通網の把握とネットワークが必
要。

都市部でのマイカー利用抑制策とし
て、いろいろな方策があるものの、県
や市町の財政状況や交通事業者の経
営状況を考慮すれば、現時点では、大
規模な施設整備や投資が困難なこと
から、将来に向けて比較的取り組みや
すい「自転車利用の促進」と「バス利用
の促進」をプロジェクト例として提示し
ました。
公共交通が、より効率的で効果的なも
のとなるためには、住民の方々が積極
的に公共交通を利用いただくなどの参
加意識の向上が重要であると考えて
おり、既に商店街との連携や公共交通
機関を利用した観光誘客など一部の
公共交通活性化策には支援を行って
います。今後さらに施策の具体化を
図っていくうえで、御意見を踏まえ検討
します。

65

22

5

マイカーから徒歩・自転車・バスへの転
換を促しているが、家から目的地まで
の交通ネットワークはどのように想定
し、いかなる施策があると考えるか。
また、来訪者も自転車を利用してもらう
ことを促進することになるのか。

プロジェクト例のテーマ１は、「自宅か
ら最寄り駅」と、「目的地の最寄り駅か
ら目的地」の両方の移動に、公共交通
と自転車の利用を促進するプロジェク
トです。

番号 頁 章

意見・情報等（概要）

意見・情報等に関する考え方

66

22

5

高齢社会の中で、福祉交通やバリアフ 「安全な交通環境の整備」の表現の中
リー交通といった視点も同時に考える にバリアフリーが含まれると考えてい
べき。
ましたが、より分かりやすくするため、
「概要」の当該箇所を次のとおり修正し
ます。
【修正前】
「公共交通機関の充実や、・・・」
【修正後】
「誰にとっても利用しやすい、公共交通
機関の充実や、・・・」

67

22

5

９割以上の人が駅から〜 の駅とはＪＲ ＪＲの駅と私鉄の駅（京阪電気鉄道、
の駅のことか。
近江鉄道、信楽高原鐵道）です。

68

22

5

交通システムに関する「主な取組」とし 「テーマ１持続可能な交通システム」の
て、マイカー利用抑制と自転車利用促 自転車利用の促進の「主な取組」に次
進につながる自転車イベントの推進、 のとおり追加します。
マイカー利用抑制につながる徒歩や自 【主な取組】
転車によるエコツアールートの選定およ ・マイカー利用の抑制と自転車利用
の促進に繋がる啓発・情報発信
び宣伝を含めてはどうか。

69

22

5

70

22

5

71

24

5

なお、エコツアールートの選定および
宣伝についても御提案をいただきまし
たが、テーマ１は、主に市街地におけ
る通勤通学などの自転車利用を促進
する提案のため、Ｐ２４に記述した「自
転車利用マップ」や「安全なルートマッ
プ」などの情報発信が適当と考えま
す。
持続可能な交通システムの「主な取組」 公共交通との連携の強化について
として、「公共交通との連携の強化」や は、今後自転車利用促進計画を検討
「自転車利用主体のネットワークの形 する際の課題の一つと考えています。
成」を加えてはどうか。
また、「自転車利用主体のネットワーク
の形成」は、プロジェクトスキームでは
持続可能な交通システムのプロジェクト 「県民」の中に含まれるので、原案のと
スキームの図中に「自転車利用者の
おりとします。
ネットワークやNPO」を加えてはどうか。
関係NPOやサイクリング団体，自転車 「３ 期待される役割分担」 (1)自転車
販売店などとの連携や協働が実施に 利用の促進の「県民の役割」に次のと
は必要。
おり追加します。
○県民の役割
持続可能な交通システムの役割分担
・自転車利用に取り組むＮＰＯ等の
の中にNPOセクターも入れるべきでは ネットワークの形成
ないか。

番号 頁 章
72

23

5

意見・情報等（概要）

意見・情報等に関する考え方

バス専用レーンは一車線道路にも導入
可能か。そもそも予算も含めて実現可
能な目標なのか。また、バスを利用した
交通システムとは、具体的にはどのよ
うなものか。

片側一車線の道路では専用レーンの
導入は困難です。
しかし、交差点の信号を制御すること
などにより、バスを優先通過させること
は可能と考えます。
また、県や市町の財政状況や交通事
業者の経営状況を考慮すれば、大規
模な施設整備や投資が出来ないこと
から、バス利用の促進を提案したもの
です。
信号制御技術（ＰＴＰＳ）の説明につい
て分かりやすくするため、当該箇所を
次のとおり修正します。
【修正前】
「・・・信号を制御し、走行するバスの周
辺に限定したバス専用路の確保を行
います。」
【修正後】
「・・信号を制御し、優先的にバスが走
行出来るようにします。」

73

23

5

自転車利用の呼びかけ（安全なルート
マップの提示等）とは、安全なルート整
備を行ったうえで、マップを提示すると
言うことか。

公共施設・事業所・商業施設が、誘客
や従業員の通勤の利便を図るために
行うもので、現在の道路整備の状況を
もとに、各施設や事業所が安心して利
用できるルートを提示するものです。
なお、自転車利用の呼びかけには、
様々な取組が考えられるので当該箇
所を以下のとおり修正します。
【修正前】
・自転車利用の呼びかけ（安全なルー
トマップの提示等）
【修正後】
・自転車利用の呼びかけ（自転車利用
の促進キャンペーン・ルートマップの提
示等）

番号 頁 章
74

23

5

意見・情報等（概要）

意見・情報等に関する考え方

PTPS導入だけが突出しているのは違
和感がある。こういう技術だけでなく、
制度とともに参加の面も大切であり、
PTPSより前にESTへの取り組みを全県
的に進めるための場づくりも大切では
ないか。

ＥＳＴといった総合的な地域交通を検
討する仕組みが必要であることは御意
見のとおりです。
しかしながら、県や市町の財政状況や
交通事業者の経営状況を考慮すれ
ば、大規模な施設整備や投資ができ
ないことから、都市部においては将来
に向けて比較的取り組みやすい「バス
利用の促進」のための取組の一つとし
て、ＰＴＰＳを例示として提案したもので
す。
公共交通が、より効率的で効果的なも
のとなるためには、住民の方々が積極
的に公共交通を利用いただくなどの参
加意識の向上が重要であると考えて
おり、持続可能な交通システムを全県
的に進めるための意見交換や検討の
場を設けることは必要と考えます。

75

24

5

なぜ、自転車利用が増加すれば、余暇 このプロジェクトでは市街地での５キロ
時間が増加するというフローになるの 圏内の移動は自動車より自転車の方
が所要時間が短いことを前提としてお
か。
り、自動車からの乗り換えにより移動
時間が短縮するため、余暇時間の増
加に繋がると考えるものです。

76

26

5

地産地消を推進するために、農業を個
人でするのではなく、団体で工場生産
方式で行い、各地域の生産種類を定め
てはどうか。

農業は生き物を相手に地域の自然条
件を生かして営まれる産業であり、生
産の規模やコスト等を考慮すると、工
場生産方式というのは基本的になじま
ないと考えます。
また、県では、担い手不足や農業従
事者の高齢化等から集落営農を推進
しているところですが、地域それぞれ
の自然条件や社会条件から、担い手
の状況や栽培される品目は千差万別
であるため、農業生産の主体を団体に
統一することや地域ごとの種類を定め
ることは困難であると考えます。

77

27

5

琵琶湖材の積極的な利用は、木造住
宅を増加させることになるが、中心地で
も木造の低層住宅を普及すると言うこ
とか、機能集約化への影響はどう考え
るか。

戸建の住宅にはびわ湖材の活用を普
及させるという施策を掲げたもので
す。
中心市街地では、土地の高度利用の
観点から、集合住宅が選択されること
が考えられ、現実的には木造住宅を
建てることは困難であり、すべての住
宅で木材使用を優先させるという考え
方ではありません。

番号 頁 章
78

30

5

意見・情報等（概要）

意見・情報等に関する考え方

何をどれくらい使えばCO2が排出される プロジェクト例のテーマ３で、「CO2の
かを広報し県民に周知するのは大切。 可視化による環境配慮行動の促進」を
例えば、CO2 排出の可視化によって環 提案しています。
境配慮行動の促進を行うべき。

持続可能な社会実現に向けて参考とする意見・情報等
持続可能な社会の実現のために考慮すべき点を御指摘いただいたものや、今後取り組むべき具
体的な対策・施策を御提案いただいたものなどをまとめました。それぞれ、今後の施策を進めるう
えでの参考とさせていただきます。

番号 頁 章

意見・情報等（概要）
ビジョン全般に関するもの

79

−

− ビジョン実現のためには、①強い行政のリーダーシップ（特に、県と市町村の連
携）、②条例の制定を含めた法規制の強化、③財源の確保、④5年毎の検証、
⑤県民・事業者へのPRが必要。

80

−

− ビジョンを効果的に実現するために①モデル地区に資金を集中投下し、将来像
を具体的に示すこと、②国内外の先進的なモデル事例を広報し、具体的イメー
ジを共有できるようにすること、③適用可能な事例や研究成果、研究者の情
報・ノウハウを活用するための組織、④実現に向けたタイムスケジュール及び
優先順位付けが必要。

81

−

− ビジョン実現のためには、①2030年の生活イメージの全県民的共有、②ビジュ
アルな手法による県民への周知、③県民、県内企業・団体が全員参加できる
仕組みの研究、④県内ＮＰＯの力を結集できるような組織づくりが必要。

82

−

− ビジョンを周知・認識をしてもらう一つの方法として１円募金を呼びかけてはどう
か。募金箱は県内の小学生に作ってもらい、人通りが多く、管理の行き届く場
所に数多く配置する。

83

−

− コープしがでも組合員活動の重点として環境活動、特にCO2削減の取組を進め
ている。「持続可能な滋賀社会ビジョン」が、県民、事業者、行政それぞれの取
り組む「指針」として提示されれば、大きな励ましとなる。

第４章 「対策・施策」関係
84

16

4

省エネ活動を推進するため、特に、①省エネの成果表（環境家計簿）を定める、
②協力する家庭への太陽光発電や奨励金の提供、③「省エネ診断」モニターの
結果を家庭向け省エネマイスター制度に利用すること、④県や市が省エネに関
する出前講座を開催することが必要。

番号 頁 章

意見・情報等（概要）

85

16

4

低炭素社会実現に向けた取組として
・クールビズ・ウォームビズの推進
・サマータイムの実施
・エアコンに変えて扇風機を利用
・マイカーのエアコン自粛
・ショッピングセンターへの買い物は自転車を利用
・その他マイカーから公共交通機関への切替
などが、重要である。

86

16

4

環境家計簿を推進し、取り組む人への特典として確定申告で家計簿特別控除
の適用が受けられる仕組みを考案してはどうか。

87

16

4

CO2削減のために、商店を日曜日には閉店としたり、１０時以降の看板類の照
明の禁止、自動販売機の規制、夜間営業の廃止などを実施してはどうか。

88

16

4

家庭・アパート・マンション等の緑地化率を定めてはどうか。

89

16

4

市街地のヒートアイランド対策として、街路樹の植込みの促進、河川を利用した
通風、湖風の面的利用、駅前の広域冷却化事業の推進が必要。

90

16

4

ヒートアイランドの防止対策として、道路の舗装は水を吸収させるような構造に
してはどうか。

91

14

4

限られた資源を効率よく運用するかが重要であり、道路については、既存の道
路を使用する（新しい道路を作らない）ことが必要。

92

16

4

太陽光利用を民間で促進させるために、経費の一部を援助する制度を設けて
はどうか。

93

16

4

商品（ビン・プラスチック、包装物、箱等）の印刷を法規制で半減させてはどう
か。

94

16

4

大型スーパー、ショッピングセンターに対して、簡易包装や、石油系トレイの自
粛、レジ袋の有料化などを働きかけてはどうか。

95

16

4

スーパー等でレジ袋を廃止してはどうか。

96

16

4

公共機関は印刷用紙の節減のためメールを利用するようにしてはどうか。

97

16

4

省エネ電球を各戸に配布するなど、行政が直接的な行動をとる必要があるの
ではないか。

98

16

4

自家用車の使用を半減させるために、①ガソリンの配給制度、②自治体の自
動車利用を制限（半減）、③自転車かバイクを利用、④駅周辺へバス、許可車
以外の乗り入れ禁止、⑤巡回バスの運行、⑥ノーカーデーの県民運動 等を実
施してはどうか。

99

16

4

公共交通は運賃が高く、連絡網も良くない。利用者のメリットを作ることで移動
手段の変更につながるのではないか。

100

17

4

２４時間営業のコンビニエンスストアは営業時間の短縮を図ってはどうか。

番号 頁 章

意見・情報等（概要）

101

17

4

湖東から湖南地区にかけての一帯に物流の拠点を設けるべき。草津線の複線
化や関西線との接続の円滑化も進めるべき。

102

17

4

「温暖化を防止する総合的な取組」については、具体的な施策導入に際して、
県内だけでなく広域的に事業展開を営む企業も多いことから、国の施策と整合
を図るとともに、事業者に対する過度の規制や負担により県内における経済・
産業活動の妨げにならないよう検討すべき。

103

17

4

「地域版エコポイント制度」や「地域版カーボンオフセット制度」を実効性のある
CO2削減につなげるためには、CO2削減効果が客観的に判定できる算定方法
が大切である。地球温暖化対策推進法による算定・報告制度等とも整合を図り
つつ、CO2削減量の認証等を行うよう求める。

104

17

4

物流では、モーダルシフトのためのＪＲ貨物新駅計画が必要。

105

17

4

京都議定書後、県も努力をしているが結果が見えていないのが実情。ビジョン
の目標達成には事業者に排出量の制限をかけるなど、相当な覚悟が必要。

106

17

4

事業者に対して排出量の規制を行うことが効果的と考える。

107

20

4

「□昔の人々の暮らしの中の知恵を現代生活に活かしていく工夫」について
は、職人と呼ばれる人々も高齢になり，継承が難しくなりつつある。職人学校な
ど光を当てる場が必要。

108

20

4

「・湖国観光交流ビジョンの推進」については、娯楽としての観光から生活を学
びにくる観光へと変わる必要があり、生涯学習や環境学習と連動すべき。そう
した取組が、長期滞在観光へのシフトにつながると考える。

第５章 「プロジェクト例」関係
109

21

5

「持続可能な交通システム」として重要なことは、自転車やバスといったものの
利用によって生活や暮らしが「健全な社会」になることを徹底的に県民に伝える
こと。単なる、コストやCO2削減だけの意味ではなく、自転車に乗ることの開放
感や素晴らしさ、自動車利用にはない価値があることを共有していくことが大
切。

110

22

5

交通システムについては、低炭素化に向けた物流機能の見直しが必要。

111

22

5

持続可能な交通システムについて、トラックから鉄道へのモーダルシフトを行
い、クリーンな物流システムを構築することを提案したい。特に、野洲電車区の
一部を鉄道貨物駅として活用することや、東海道線の貨物輸送力が逼迫して
いるのであれば、草津線の複線化すること等も必要。

112

22

5

自転車利用の促進は、公共交通からではなくマイカーから自転車への転換と
いうことなので、駐車場価格の上昇や都心部への入場規制、スピード規制な
ど、マイカー側の抑制策も必要。

113

22

5

交通システムについては、車利用を減らすことが必要。そのためのシステムと
して、利用者数、費用の面からＢＲＴ（Bus Rapid Transit バス高速輸送システ
ム）が滋賀県には向いていると考える。

番号 頁 章

意見・情報等（概要）

114

22

5

自転車とバスをバラバラに扱うのではなくて、地域状況に応じて，駅＝バス＝
自転車や駅＝自転車といった組み合わせ、ルートを詳細に設定していってはど
うか。また、そういった地域の交通・移動を考える協議会を立ち上げて、具体的
に総合的に議論することも重要。

115

23

5

116

23

5

過疎地では、路線バスは毎日定期的に運行されるため、私的物流を担う自家
用トラックの代用として、バスの一部に荷物を積んで輸送することを検討しては
どうか。実現のためには、構造改革特区を申請する方法もある。将来的には、
バスの営業所に運送事業者の営業所を隣接させ、効率的な物流システムの構
築を模索すべき。
バス利用は、再生可能エネルギーを使用したバスを利用するということも大
切。

117

24

5

交通システムを考えるとき、高齢者や車を持たない人に対する移動手段の提
供を進めるべき。

118

24

5

公共交通が充実すれば観光客を呼びやすいし、移動が活発になれば観光客
の消費も増えるのではないか。

119

24

5

公共交通が充実すれば通勤通学も便利になり、若年者の流入人口増加と定住
にも寄与すると考えられる。

120

26

5

農作物は、大量の食料を輸入に頼り、大量に廃棄していることを改善すべき。
国外からの輸入削減を考えるべき。

121

26

5

地産地消に関しては、流通面のみならず、生産者と消費者の事情についても
考慮すべき。

122

26

5

生ゴミの堆肥化の推進、およびその堆肥を活用した無農薬・減農薬など環境に
こだわった農産物の拡充が必要。

123

26

5

農家からダイレクトに農産物を県民に届けるため、道の駅のような産直市を県
民が利用しやすい場所（駅等）に設けてはどうか。

124

30

5

環境配慮行動は、地域での取組が重要で、地区計画のように、字単位ぐらいで
の目標やメニューを決めて取り組むことが、やる気と地域性・風土などを加味し
た持続的な活動になると考える。また、一方的なメニュー提供だけでなく、アイ
デアや取組事例等をフィードバックして、取組主体と共有していく場が必要。

125

31

5

ライフスタイルについては、トップランナー制のように，既にそのような暮らしを
している方をどんどんと取り上げて紹介していくこと、多種多様な将来の暮らし
像があることを示していくことが、暮らし方を根本的に変革することへとつながる
のではないか。

126

32

5

カーボンオフセット制度については、経済界と協働した制度の創設を目指すべ
きであり、オフセット事業者の審査等を厳密にし、情報公開を確実に行い、CO2
削減に直結するような事業の選択が望まれる。

持続可能な滋賀社会ビジョンの副題への意見・情報

持続可能な滋賀社会ビジョンの副題を御提案いただいたものをまとめました。今後、副題の
検討をするうえでの参考とさせていただきます。

番号

意見・情報等（概要）

127

健全な滋賀の環境社会を目指して

128

子孫に残す安心して住める滋賀

役所ことば改善の観点から、県政モニターの方々の意見・情報
【用語の注釈が必要という意見をいただいた言葉】
番号 概要/素案

頁

章

意見・情報等（概要）

129

2

2

130

3

2

131

5

4

132

6

フードマイレージ、ウッドマイ
4 レージ

133

9

5

134

12

5

135

16

パークアンドライド、コンパクトシ 資料編 用語解説で対応しています。
4 ティ

クラスター

意見・情報等に関する考え方
本編資料編に注釈を付けています。概
要版にも用語解説を添付することとしま
す。

HEMS
ESCO、 BEMＳ、 ハイブリッド
概要

PTPS
カーボンオフセット制度

リデュース・リユース・リサイク
ル、３Ｒ、フロン類

素案
136

17

4

資料編 用語解説に次説明を追加しま
す。
「リデュース」
廃棄物の発生抑制。省資源化や長寿命
化といった取組を通じて、製品の製造、
流通、使用などにかかる資源利用効率
を高め、廃棄物となる形での資源の利
用を極力少なくすること。
「リユース」
再使用。いったん使用された製品を回収
し、必要に応じて適切な処置を施しつ
つ、製品として再使用を図ること。また
は、再使用可能な部品の利用を図るこ
と。
「リサイクル」
再資源化。いったん使用された製品や
製品の製造に伴い発生した副産物を回
収し、原材料としての利用（マテリアルリ
サイクル）、または焼却熱をエネルギー
として利用（サーマルリサイクル）するこ
と。
「３Ｒ」
リデュース（Reduce）、リユース
（Reuse）、リサイクル（Recycle）の総称
で、3つの英語の頭文字「R」をとったも
の。

番号 概要/素案

頁

章

意見・情報等（概要）

意見・情報等に関する考え方
「フロン類」
オゾン層を破壊する主な原因とされる人
工の物質。きわめて安定した性質を持
ち、放出されたあと数十年から数百年も
大気中に蓄積される。

136

17

4

137

20

138

25

グリーンツーリズム、エコツーリ 資料編 用語解説で対応しています。
4 ズム
PTPS
5

139

26

5

140

27

5

フードマイレージ
ウッドマイレージ
WEB

ＷＥＢとは、インターネットにおける世界
規模の情報ネットワークのことですが、
説明をわかりやすくするため、当該箇所
を次のとおり修正します。

素案

141

30

プロジェクトスキーム
【修正前】
（ＷＥＢ）
【修正後】
（インターネット）

5

主な取組
【修正前】
〜電気代・ガス代等をＷＥＢから入力
【修正後】
〜電気代・ガス代等をインターネットの
サイトから入力

142

32

5

オフセット事業者

資料編 用語解説で対応しています。

【その他の用語についての御意見】
番号 概要/素案

143

頁

−
素案

144

4

章

意見・情報等（概要）

用語解説が最後に付いてある
ことに気が付かなかった。注釈
は該当ページに記載したほう
が、読者の理解が深まると思
う。
（６行目） 「安心・安全な水環
境・・・」 の「安全」の中に安心
3 を含め、「安心」を文字にしない
と聞いたが、確認してほしい。

意見・情報等に関する考え方
同じ用語が数カ所に記載されている等、
用語解説は取りまとめた方が、読みや
すいとの判断で別葉にしており、原案の
とおりとします。
御指摘のような取扱いをしていないので
原案のとおりとします。

【レイアウトについて】
番号 概要/素案

頁

章

145

1

網掛けで表示している部分は 印刷製本時にデザインを工夫します。
1 文字が判読しにくいので改善す
べき。

146

2

2

147

4

4

148

5

4

概要

意見・情報等（概要）

意見・情報等に関する考え方

