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パブリックコメントでいただいたご意見とその対応状況 

パブリックコメント  5 人、17 項目（平成 24 年 12 月 19 日～平成 25 年 1 月 17 日実施） 

 区分 意見の要旨 市の考え方・対応 

1 施策 1-2 

○斐伊川の水質の数値目標 

斐伊川は悠久の歴史の中で出雲の豊かさの源泉たる肥沃な大地

を育み、荒神谷遺跡の銅剣や出雲大社などに代表される古代出雲

文化の創造に計り知れない恵を与えてきた貴重な自然遺産であ

り、古事記にも登場する古代出雲の象徴的な河川である。また、

全国一級河川水質ランキングが平成 23 年度には 164 河川中 14 位

となるなど水質のレベルが高く、斐伊川の雄姿は出雲大社や出雲

平野の田園風景、築地松の散居集落とともに、出雲の魅力を形成

する貴重な観光資源でもある。さらに清流の冠が付加すれば、出

雲のイメージアップに繋がり知名度の一層の向上が期待できると

思われる。 

そこで，斐伊川の BOD について環境基本計画に数値目標を設定

するとともに、将来的に水質ランキング日本一の清流を目指し、

流域の雲南市等とも連携を図り課題を明確にして市民と一体とな

った取組を推進していただきたい。 

斐伊川の BOD については、35 ページの表中の「類型指定河川水質

の環境基準達成率」の項目で目標設定しており、その基準値は「BOD 

1mg／ℓ以下」です。水質改善に向けた雲南市等との連携については、

施策１－２－④「広域連携による水質浄化の推進」において、沿岸

自治体との連携・協力を図りながら、宍道湖の水環境改善を推進す

ることを記載しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 施策 1-2 

○堀川及び高瀬川の水質の数値目標 

出雲大社の門前を流れる堀川は観光地としての景観や価値に影

響を与え、高瀬川は出雲の玄関口に近い市街地中心部を流れる「ま

ちの顔」としての存在でもあり、目標を定めて一定の水質を確保

する必要があると思われる。 

このため、堀川及び高瀬川の BOD について環境基本計画に数値

目標を設定して水質の水準を高める取組を実施していただきた

い。 

河川水質に関する数値目標については、「類型指定河川水質の環境

基準達成率」及び「類型未指定河川の市基準達成率」の項目におい

て、市内 16 河川について目標値を設定しています。これは、単年度

での達成状況の把握だけでなく、経年での状況変化についても把握

していくため、島根県が策定した公共用水域水質測定計画に掲げら

れ、継続的に測定が行われている河川を選定したものです。ご指摘

の堀川及び高瀬川は、公共用水域水質測定計画には含まれておりま

せん。両河川の水質改善については、今後進めていく具体の施策の

中で取り組んでまいります。 
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 区分 意見の要旨 市の考え方・対応 

3 施策 1-3 

○飼猫対策 

飼猫は通常どの家庭でも犬のように首輪を付けたり、鎖で繋い

で飼育されることはなく、放し飼いにされているのが一般的であ

ると思われる。このため、よその家の庭先で糞をすることも多く、

悪臭に悩まされている家庭が尐なくない状況である。 

従来から有効な対策が講じられておらず、飼い主は隣近所であ

ることから苦情もなかなか言いにくいため、状況は一向に改善さ

れないままとなっている。 

清潔で快適な居住環境を保全するためには、犬・猫の糞による

悪臭の防止が不可欠であると思われる。環境基本計画における市

民の行動指針にある「飼い主の責務を守り、放し飼いやフンの放

置はしない」については猫が想定されているか不明確であるので、

猫の文言を明記し、猫の適正な飼育について指導基準を定めると

ともに啓発・指導を徹底していただきたい。 

○ご指摘を踏まえ、下記のとおり 41 ページの表現を改めました。 

施策１－３－② 住みよい暮らしづくり 

変
更
前 

＜市の施策＞ 

○ペットや空き地などが適正に管理されるよう啓発と指導

を行っていきます。 

＜市民の行動指針＞ 

○飼い主の責務を守り、放し飼いやフンの放置はしない。 

変
更
後 

＜市の施策＞ 

○犬、猫等のペットのフンの放置や空き地での雑草の繁茂が

ないようそれぞれ適正な管理の啓発と指導を行っていき

ます。 

＜市民の行動指針＞ 

○飼い主の責務を守り、犬、猫等の放し飼いやフンの放置は

しない。 

 

○猫の飼育に係る指導基準については、「動物の愛護及び管理に関す

る法律」や「島根県動物の愛護及び管理に関する条例」等に定め

られており、啓発・指導の徹底については、今後進めていく具体

の施策の中で取り組んでまいります。 
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 区分 意見の要旨 市の考え方・対応 

4 施策 2-3 

○以前、松枯れ被害木の琉球松を県内の工場で加工処理し、ペンと

して再生することに成功した事例が報道されていた。被害木の資

源化について喫緊の課題として取り組んでほしい。 

○北山山系では紅葉した枯れ松が目立つ。パワースポットである出

雲大社周辺も例外ではなく、イメージダウンにもつながる。市民

ボランティアなどを活用し、森林再生の速度を加速化してほしい。 

○松くい虫被害がなくなることが理想ではありますが、現実は厳し

く、今後は被害木の活用方法等を検討していく必要があると考え

ています。ご意見にある民間企業の「琉球松被害木を活用したペ

ン」はまさにこの実践例であると認識しています。 

現在、本市が国や県の補助事業を活用し伐倒している被害木は、

被害の要因であるマツノザイセンチュウの殺虫を目的としている

ため、薬剤処理、チップ化、焼却処分のいずれかを実施すること

になっています。したがって、琉球松のように商品化するまでは

時間と労力が必要ですが、他方、近年は環境にやさしい再生可能

なエネルギー資源として木質チップなどの木質バイオマスが注目

されており、今後需要が高まると見込まれることから、本市は林

業事業体等と連携し、可能な限り被害木は焼却処分するのではな

くチップ化することにより「被害木の資源化」に努めてまいりま

す。 

○森林・里山の保全・再生は、より多くの市民に森林が持つ機能の

大切さを知ってもらい、生活のなかで森林や里山の関わりを見つ

け、森林再生・保全活動に参加してもらうことが重要です。こう

したなか、本市は市民を対象に、森林の課題や施業等について学

んでいただくため「緑の応援団」事業を開催しています。今後も

より多くの地域で森林再生・保全活動が実施いただけるよう、森

林ボランティアの育成等に努めてまいります。 

なお、出雲北山山地など、急傾斜地における被害木の伐倒等につ

いては大変危険であることから、専門業者に委託することにして

います。 



4 

 区分 意見の要旨 市の考え方・対応 

5 施策 2-3 

市民一人ひとりが森林保護に努める、木材利用に協力するといっ

た行動は、地球温暖化防止のためだれにでもできること。こうした

行動の中から、これだけは出雲市民みんなでやろうというものをつ

くってはどうか。 

 

森林保護、木材利用の促進は、地域環境、地球環境の保全を図る

うえで極めて重要なことと考えています。第 2 次環境基本計画では、

前計画で設定した数値目標の達成状況や市民アンケート調査結果、

前計画以降の社会情勢の変化等を踏まえ、今後 5 年間で重点的に取

り組むべき施策・事業として、4 つの重点プロジェクトを掲げており、

森林保護、木材利用の促進についてもこのプロジェクトの一つに位

置づけています。今後、こうしたプロジェクトを中心に、市、市民、

事業者が一体となって効果的に取り組んでまいります。 

 

 

 

 

6 施策 3-1 

○出雲の代表的な風景・景観の選定 

出雲の代表的な自然・歴史的景観を所謂「出雲十景」などに指

定することにより、市民のふるさとの魅力に対する再認識と景観

の重要性に対する意識の高揚が図られるものと思われる。また、

全国に出雲の魅力としてインパクトのあるアピールができ出雲の

知名度の一層の向上が期待できると思われることから、環境基本

計画の施策として市民や観光客等から公募などにより所謂「出雲

十景」などに指定し、その保全と活用について積極的に取り組ん

でいただきたい。 

現在、地域の魅力あるスポットを観光素材にして発掘・活用する

取組を進めており、先般「地域の誇る観光スポット」として、コミ

ュニティセンター等から推薦いただいた 17のスポットを認定したと

ころです。ご指摘のとおり市民の意識の高揚が重要であると考えて

おり、地域の皆さんの積極的な取組により、出雲の魅力向上につな

がるよう、その保全と活用に取り組んでまいります。 
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 区分 意見の要旨 市の考え方・対応 

7 施策 3-1 

○道路の雑草対策 

国道 9 号線など市内の主要な幹線道路には高木や低木の樹木が

植栽されているが、樹木の根元には雑草が繁茂しやすく道路の雑

草対策は景観保全のうえからも大きな課題になっていると思われ

る。最近では雑草を被覆し生育を抑制するカバープランツとして

の草花の研究も進み実際に植えて効果が上がっている事例もある

と思われるので、出雲の風景・景観にマッチしたカバープランツ

を植えるなど経済的、効率的、効果的な雑草対策について環境基

本計画の施策に明記し積極的に取り組んでいただきたい。 

○市では、街路樹の管理、下草の除草など年間計画を立てて実施し

ています。カバープランツは、景観保全や温暖化対策、雑草対策

への取組の一つと考えていますが、カバープランツを美しく保つ

ためには、混在する雑草の除去、伸びすぎたつるの剪定等、維持

管理が必要となってきます。また、歩道での歩行者の安全面など

も総合的に勘案し検討します。 

○郊外などの法面のある市道については、多くの方のボランティア

活動により、除草などの対策にあたっていただいています。市と

しては、この活動に対する支援として「出雲市道路・河川ふれあ

い愛護活動助成事業」を平成 18 年に創設し、道路について平成 23

年度は171路線、約316kmにおいて制度を活用いただいています。 

○国・県所管の道路の植栽については、新規に道路を整備する場合、

地元の意向を踏まえ、また、出雲市景観計画（出雲市公共事業等

景観形成指針）との整合性を考慮し、美観・環境に配慮した計画

に基づき行われています。また、道路の雑草対策については、限

られた予算の中で、国・県の維持管理計画に基づいて実施されて

おり、それぞれ個別の計画で取り組んでいくこととしています。 
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 区分 意見の要旨 市の考え方・対応 

8 施策 3-1 

○オープンガーデンの普及促進 

近年は日本でもオープンガーデンとして自宅の庭を積極的に開

放して、通りがかりの人や見知らぬ人にも楽しんでもらう家庭が

増えてきた。今後もオープンガーデンが更に増えれば、花の愛好

者の増大にも繋がり、一般家庭でも通りがかりの人に楽しんでも

らうことも意識して庭に花や緑を植栽する家庭が増えることも期

待できる。 

そうすれば、潤いと安らぎのある快適な居住環境が形成される

とともに、まち全体が魅力あるりっぱな観光資源にもなると思わ

れる。 

市内でも最近ではオープンガーデンとして花の咲く時期には高

齢者施設入所者や一般の人に積極的に庭を開放する家庭や通りが

かりの人に自由に庭を見てもらう家庭も出てくるなど、尐しずつ

オープンガーデンの取組が見られるようになってきた。 

今後、オープンガーデンが普及するためには、オープンガーデ

ンの設置者や花の愛好者等による情報交換等のための体制づくり

が必要ではないかと思われる。 

そこで、観光関係機関も含めオープンガーデンの関係者による

協働の取組を支援するなど環境基本計画の施策として普及促進に

取り組んでいただきたい。 

 

 

 

 

オープンガーデンの取組は、まちやコミュニティに潤いを与える

ものであり、今後の普及が期待されます。しかし、日本での活動は

まだ始まったばかりであり、認知度といった点で課題があるため、

ご指摘いただいたオープンガーデンの普及促進については、今後の

状況を見ながら検討してまいります。 
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 区分 意見の要旨 市の考え方・対応 

9 施策 4-1 

○クリーンエネルギー自動車の定義について、詳細の説明が必要。 

○クリーンエネルギー自動車の導入を推進するため、電気自動車の

購入に対し、軽自動車税（市税）、自動車税（県税）の減免などを

打ち出してはどうか。 

○クリーンエネルギー自動車には、電気自動車、ハイブリッド自動

車、燃料電池自動車、天然ガス自動車などがあります。30 ページ

に脚注を設けて説明しています。 

○自動車税（県税）の減免については、既にクリーンエネルギー自

動車等に対して税率を軽減する措置が導入されています。一方、

軽自動車税（市税）については、一部の都市で優遇措置を導入す

る動きが見られますが、市としては、電気自動車急速充電スタン

ドの整備や国の補助制度等の周知を図ることなどにより、クリー

ンエネルギー自動車の普及を促進したいと考えています。 

 

 

 

10 施策 4-1 

温室効果ガス抑制への取組については、出雲商工会議所が設置す

る環境・エコ推進委員会や県内の商工団体で組織する島根県地球温

暖化対策協議会事業部会等の団体、企業等が進める取組との連携、

支援に取り組んでほしい。 

本市では、出雲市省エネルギービジョン推進協議会を組織し、市、

市民、事業者が協働して地球温暖化対策を推進していますが、ご指

摘のとおり関係機関・団体との連携をさらに深めるとともに、協議

会を中心に、引き続き地球温暖化問題に対する意識の高揚、情報提

供等を行い、各取組を支援する体制の整備に努めます。 
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 区分 意見の要旨 市の考え方・対応 

11 施策 4-1 

出雲市バイオマスタウン構想に掲げる「家畜排せつ物、製材残材、

剪定枝、稲わら等のたい肥化と有機農業への活用」について取組を

強化すべき。 

昨年 11 月から出雲市バイオマス活用推進協議会を開催し、出雲市

バイオマスタウン構想の評価等を実施し、本年 2 月に出雲市の地域

特性等を踏まえた今後のバイオマス資源の利用推進に係る指針とな

る「神話の國出雲バイオマス活用推進プラン（案）」として取りまと

めたところです。 

家畜排せつ物、製材残材、剪定枝、稲わらについては、下表のと

おり、たい肥を含め多くが利用されているため、引き続き、現在の

取組を継続することとしています。 

なお、製材残材は燃料（3,546 ﾄﾝ）や敷料（1,772 ﾄﾝ）として、稲

わらはすき込み（24,262 ﾄﾝ）、飼料（2,034 ﾄﾝ）としての利用が多く

なっています。 

 

 

 利用量 未利用量 

 うちたい肥 

家畜排せつ物 75,488 ﾄﾝ(100%) 75,488 ﾄﾝ 0 ﾄﾝ(0%) 

製材残材 7 ,268 ﾄﾝ(96%) 1,946 ﾄﾝ 282 ﾄﾝ(4%) 

剪定枝 1,031 ﾄﾝ(100%) 1,031 ﾄﾝ 0 ﾄﾝ(0%) 

稲わら 27,000 ﾄﾝ(99%) 321 ﾄﾝ 6 ﾄﾝ(0.02%) 

※平成 22 年度実績  
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 区分 意見の要旨 市の考え方・対応 

12 施策 4-1 

○再生可能エネルギー普及啓発事業の数値目標 

セミナーや市内にある再生可能エネルギー関連施設の見学会等

の再生可能エネルギー普及啓発事業への参加者数の目標が平成 25

年度は 80 人とされ，その後も毎年度 80 人となっている。 

再生可能エネルギーの導入促進を図るためには，数値目標が低

過ぎると思われるので，数値目標について再検討していただきた

い。 

 70 ページの重点プロジェクトに記載している「普及啓発事業への

参加者数」は「80 人」となっていますが、正しくは 67 ページの表中

に記載している「100 人」です。お詫びして、以下のとおり訂正させ

ていただきます。 

訂
正
前 

＜普及啓発事業への参加者数＞ 

23年度 24年度 25年度 26年度
参加者数 0人 60人 80人 80人  

訂
正
後 

＜普及啓発事業への参加者数＞ 

23年度 24年度 25年度 26年度
参加者数 0人 51人 100人 100人  

目標参加者数については、本年度の参加状況等を踏まえ設定して

いますが、ご指摘のとおり、再生可能エネルギーの導入促進を図る

ためには市民の理解が不可欠であるため、セミナーや見学会等の内

容の見直しや充実を実施することにより参加者数の増加に努めてま

いります。平成 25 年度以降の参加状況等を踏まえ、必要に応じて目

標参加者数の見直しを行う予定です。 

 

13 施策 5-1 

家庭から出る生ごみを堆肥化しなければ、社会における物質循環

が築けない。町内会のような小さな単位で、家庭の生ごみを堆肥化

し、「有機野菜作り」を実践するモデル地域をつくって広めてはどう

か。 

生ごみの堆肥化については、可燃ごみ減量化や生ごみのリサイク

ルの観点から重要であると考えます。町内会等の小規模単位での堆

肥化の取組ができるかどうかについて、今後進めていく具体の施策

の中で検討してまいります。 
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 区分 意見の要旨 市の考え方・対応 

14 施策 5-1 

事業所のごみについて、 

○どんな小さな事業所（自宅兼店舗など）でも、自宅から出るごみ

と店舗から出るごみに分けることを徹底すべき。 

○事業所に対し、ごみの出し方、分別について指導を強化すべき。 

○市立の公共施設、学校などでもごみの分別の指導を徹底すべき。 

事業所や公共施設等を訪問し、ごみの出し方や分別の指導を徹底

してまいります。また、ごみの中で紙ごみが依然として多いことか

ら、雑紙のリサイクルの推進についても今後進めていく具体の施策

の中で取り組んでまいります。 

15 施策 6-1 

環境分野で初のノーベル賞を受賞したワンガリ・マータイさんが

意味深い言葉だと賞賛した「もったいない」を出雲市民の共通語に

していろいろな場面で使いながら、環境問題への参加、地域活動へ

の参加を促すよう導いてはどうか。 

 

ご指摘いただいた点については、24 ページの文章中において、環

境の将来像「神話から未来へつなぐ さわやかな環境のまち・出雲」

について、「先人から脈々と受け継がれてきた『豊かな環境』や『も

ったいない心』などを確実に未来に引き継いでいく決意をあらわし

ている」と記載しています。ご意見の趣旨については、市民一人ひ

とりが「もったいない」の心で生活を見つめ直し、省エネ・省資源

などに取り組むよう、環境保全活動へ市民の参加を促す中で生かし

てまいります。 

16 施策 6-1 

環境保全活動について、佐田町のバイオマス燃料、斐川町の生ご

み堆肥化、古布回収など、既に市内各地域で特色のある取組がなさ

れている。環境基本計画の中で各地域が重点的に取り組むべき環境

施策を掲げてはどうか。 

 

ご指摘のとおり、各地域では、それぞれの特色を生かした様々な

環境保全活動に取り組んでいただいています。市では、こうした活

動を、インターネット等を通じて広く情報発信することにより、市

全体の環境保全活動の活性化、環境意識の醸成につなげていきたい

と考えています。 

17 進行管理 

○満足度調査の実施 

数値目標のうち，「水のきれいさに対する満足度」や「においに

対する満足度」など，満足度に関する数値目標については満足度

の基準が不明確であるとの理由で廃止とされている。市民の環境

に対する実感が反映される満足度調査は重要な判断指標となると

思われるので，施策の評価に当たってはできるだけ満足度調査を

実施していただきたい。 

第 2 次環境基本計画では、政策目的の達成度をできるだけ客観的、

定量的に把握するため、「数値目標」として直接的な成果を表す指標

を掲げています。いただいたご意見については、今後の環境施策を

推進するうえでの参考とさせていただきます。 

 

 


