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(1 )地球環境と地域の環境後保全する

@地穂積織の保全
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地球温腰化緩や環境汚換の防止を進めるため、市民一人一人の環視保全愈蹟のさらなる

高掃を囲り、環境への負荷の少ない社会の構績をめざします。E， 1 主，' .矛~1~n.F:<l.:j し姻

-拍車車温鰻化防止の推進

近年、気温の上昇に伴う大薦などの黒字詰気象、洪水の発生や類鮪はど、治資官温暖化に

よる彫嘗が金国各砲で現れており、圏内外を関わず早急に取り組むべき量要標題のーっ

となっています。本市塚治、ら排出される温室効果ガス※について，~ヱコドライブの推奨や家庭用燃料電池
システム(エゑファーム〉の設置慣用の補助をはじめとして、削減に向けた微々 な取組を

推進してきました.

今後も、市民、事業者※、行政が一体となって温室効果ガスの削減など地縁温暖化の防止に

向け、取り組んでいく必要があります。

また、「気候変動適応法Jが施行され、地球温暖化の影響や被害に闘する市民の理解の

促進など、気候変動への灘応に向けた取組が必要です。

・環擁汚換の鵬止

大気汚染や水質汚濁等については、工場・事業場へのきめ細かな指司惨など様々 な環者康保全対策を維進してき~した。
一方、プラスチックごみの海への漉出は、海洋汚染だけでなく、海の生態系列ζも影留を及ぼしてい~す。
引き続き、きれいな空気や水の確保に向け、対策を講じていく必要があります。

・環槙係金窟惜の嘗発

『かんきょう出前購盛J竜彦はじめとした環繊教育・軍事発などの推進により、市民の環境

意識が高まりつつあります.

今後も、市民、市民活動団体、事業者、行政などの各主体が協力・連S除して環境啓発を

進めていく必要があります。

織のbーテン
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図回目困図
回目園園

人と自然が共生する社会の実現をめざし、霊止榊援の保全や議休島地の活用安促進するとともに、多織な生きものを資む濁筑の保全:~濁ります.
E.. 0_1;T~I;;I' Ft'~ I •• 

-旦は帰の自事会や遊休.地の活用の促進

市民活動図像により星山保全活動tJ.fまわれていltすが、幼嫌住民と殺事本との関わりの

殺薄化1.. 飢え、総綿所有者の滋綜鐙4踊.:欲が減退しており、続絡の手入れが行き届いて

いない状況にありltす.

また、a業従唱聞の'.餅bや後続<<不思ζより、新たな灘体貧絡が持金しています。

そのため、続線の保全や灘休幾織の活用を鈍る必要があります。・多割障な豊住tJ唱~O)t:海軍3環織の事事会
市内には、緑少な動織物後会め車種々 な生きものが盆』院して';aり、復鈍l-nitSライベントの"僚など、縫筑紋望号・聖書R後通じて'~t都多級事量織の磯保が.療であるとと後発信しています.t:t之、市民活動図体!ë:;åいても、場少な動績割障の保全や~3提唱置の'.除、潔lA!f突などの
活紛がr.rわれτいt置す.今後も、ïIi~活動図像と連織しつつ、生物多車種往の保全1;:1Ilする取鰻唱E進める必震が
ありt:T.
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(2)資源の緩軍医と環筑美化を推進する

.ごみの減量・再演語化の推進

I !!.j:1 

回目回図
固因固因

持線可能な循潔型社会援の繊績による環嫌先進叡司障をめざし、ごみの発生を抑制し、

再使用・再資源ftlt:積極的10:取り組むとともに、ごみの遺産処濯名権遣し*す.

EI (，.j".T，l.1史ドf;j 1， ..  

-ごみの舞金抑制・湾使用・再演源化によ1I.lIitの娘道直
本市では、令毒自4Cおt22)年盟主からの、加古11防府般市、稲幾何百kび簿調関1IJt7)2i'告別での広調書ごみ総避の実絡を見据え、織や ごみの'20%減.(平成25(2013)若手度lt)~~績に
掛久紙績の分別や到足後慾などの資源化、粗大ごみの戸J:服集などに取り組み、自織

を造成Tるととかでき*し1t.
しかし君主がら、企図的にもごみの減益が進むE炉、歌市の一人1日当たりの鍵やすごみllW.は、全信平均を上回っているととから、引き続き、さらなるごみの減量監と策調i'lヒ~錐巡 るため、鐙定ごみ袋骨~JlI'艇の徹底や食品ロスの，臓に費量りmむととが虫重軽で .

・ごみの適正銭湯の鎗進IJ;;意義ごみ~連絡役軍への円滑な移行に向け、引き続き、..や地調講1.:対 る~，み緋尚ルールの周知轡発などにより、~jみの減量H~'資源化を健治Tるとと銚芯震で .

婦やす邑みのw島



12事:各線翁m・本お量t/Sうるおいo<臨るまぢ
加古書I防総会釣鏑

.繍繍鍵化の錐道S

t $$01 図画回国国固園
移民への環筑美化轡発唱r:j量進ずるとともに、公共用水量産灘の保全を回り、水環布陣への

負衡の低減を進めるととで、清潔で美しい生活環績を創出します.
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..織鍵化'"量{マナーアップ)0縫到底
，..綾織や洗湯織をはじめとした大型車E・などの不法銭集、ごみのポイ鎗てやベット・の

ふム必などが依然として努釜しています.

そのため、市島一人一入1/)モラ'/1-の向上と謝己活動のさらなる促進毎回る10震がおります.

・公然Jli<.，の保全

公共用水の次質問〉司tf豊に向け、し尿やf主活古車排水の灘iE1:処理軍司E築造するため、公災下成遂の重量償司E計画的に進めるとともに 公共下水滋fJO・・~れない区緑においては 
合併総連浄化.※のさらなる鍵及及び管建の促進が必震です.

獄、し尿や浄化織汚泥のゆ周処理老行う、し尿終末総獲鎗織が老純化してしゅととひら、し尿や浄化織汚泥の絡調民的な処獲量I~自由まえつつ 計画的1:設備の更筋や繍霞の・4障
を進めていくとと仇必震です.
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総合併総指瀞4削除

生活鱒水島う昔、し織と
鎌訴車(台掃や凪書、却k
.なとかも<!)Pl!O寄'.O~τ軍日曜す轟Zとが
で曹革静化縛.
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担金

(3)7)<と線のさ担問者を形成する

.公・等の整備

I !!.j:1 回園
公11-.地の後備や管理を進めるとともに、将来締療やニー刃ζ対応した公留置醤地等の

運営Lε努tb、断続錨えて集い、鎌うととができる窪燭の形成をめざし疲れ

EI (o_.j".T，l.1史ドf;j 1， ..  

-公・..却hの益留障
日岡山公慣については、fa岡山公田周辺地区11，!;づ〈り線級Jを策定し、子どもから

Ri働者まで多世古代が夢をはぐくむととのできる舞台づくり緩めぎし、周辺滋織や駐軍調ー

などの益保ヱ積智治めていt置す.

11t;;;、車種現総会公・については、ハイウェイオアシス織鈴とあわせ、自然Ic::t隠しむととの
できる公Eとして、計画鈎1;:盗傷を錐淀するととが温度です.

その他の2伝，i!:i:{)¥管理する公・8島袋については、老朽化が進行しているととから、公E

*1用者'if.安心して安全1;:公濁筋設を姻J用するととができるよう、公冨締役後鯵命イほf包
1<:.‘づく滋切な後鱒唱E獲が必獲です.ーー公・a臨調~.の鐙..ヨE曾
策書簡については、術的{tの進行lc::.iJI!う火線併殺の朝国加が見込まれるととから、将幾需要Ef:完結えた針領的な銑舗の更続や途切な週E 1f.~められています.
宏氏、公園芯地除ついては、ニーズ'!c::対応した怠地の還世Zが戒められています.

省蝿t'.<l・
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織の僚会・育成や-*※rln聞の活用iζ向けた取組.{f進8品、うるおいややすらぎを

翁じられる:11ちづくり後推進し獲す.
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..1tの維酒量~司~I志、各..イベントの鱒骨量管混じて市民の 化繊舗のa.il'1Iるとともに、市震の
主体鈎な緑化活動を支mし、まちなみの緑化篭促進しています.

今後も、織化活動や録地保全Ic:関Tる市民繊舗のお婦を図るとともに、市民、市民活動団体等との鎗.織による鈴化定後進するとと~.療です.
..臨調IC!!IIO)活用

2主ifiのシンボルマある加古'JIIをはじめ、不意書潟、継続湖、寺田治君主ど、市内には多量生の翁水~-与をしています.とりわ隊、tJI釘l回111.'主、.々君主スポーツやイベントなどで
活用されています.

今後も、とれらの!!III<<-、ifiAlの織いの織として::-"活思するととか泳められています.
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