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「第２次丹波市環境基本計画」見直しのためのアンケート調査 

自由意見集 

 

１．市民アンケート調査 

問 10年後の丹波市の環境がどのようになっていることを望みますか。 

その他、丹波市の環境に関連して何かご意見がありましたら、ご自由にお書きください。 

（１）ゴミ処理・ごみ捨てについての意見 25件 

休耕田や手入れされていない山林周辺の農道、林道付近への不法投棄が非常に多い。空き缶、ビ

ン、プラゴミ、電器具等、なんとかならないものか？ 

ゴミの減少化。峠等のポイ捨てをなくす。 

一人暮らしをしていると、10年後にはゴミの収集場所への持ち込みが無理になると思います。個人業

者との契約等、現在該当されていて費用負担等されているのでしょうか。ニュースで取り上げられて

いたのですが、行政が該当する方には個人の家に市が収集されていて行き届いているなと思いまし

た。 

ポイ捨てが減ってほしい。（公園や沿道など）リサイクルした製品が増えたら良い。 

空き缶、ゴミ等のポイ捨てが以前に比べて少なくなり、今後も一人一人が気をつけていきたいと思い

ます。 

河川にプラゴミが放置されており、ひどい状態である。古タイヤ等が捨ててある。全市民が（子ども

を含めて）一日清掃活動をしてきれいにすべきである。加古川をきれいにすることが重要である。全

市民、全自治会、自治振興会が一丸となって取り組むべきである。 

ボランティアで各旧町のゴミ（特にプラスチック）をひろっています。なかなか、ポイ捨てのゴミが

少なくなりません。ひどい時はプラスチックの袋にお弁当、ペットボトル一式が捨ててあります。河

川に流れると海洋汚染につながります。一人一人が気をつければなくなることですが。 

今の自然をそのまま残すこと。プラゴミの出し方についていまいちよくわからない。職場の主婦の皆

さんともよく話しているのですが、ゴミを減らしたいのなら、プラゴミ袋を安くするだけでなく、分

別表のような細かい一覧表を各家庭に配布してほしい。 

ゴミの減少化。電気式生ごみ処理機が各家庭に普及していることを望みます。（市の補助制度を利用）

公園の環境。（管理が行き届いている） 

燃えるゴミ袋代の早期値下げの実現。子育て・妊活サポートの強化。 

ゴミが少なくきれいな街。 

ゴミの分別と言われていますが、他市町ではプラゴミは可燃に入っています。丹波市はなぜ分けるの

ですか？ゴミ袋の種類が多いだけです。安くもないし、プラに貼ってあるシールははがれません。プ

ラゴミは廃止してください。 

道の両端にゴミのポイ捨てがなくなっていてほしいです。でも一番大きなことは地球温暖化対策への

取り組みです。他の市との連携はもちろん大切ですが、丹波市独自でも具体的な施策をしてほしいで

す。 

持続可能な社会の実現を目指し、ゴミの分別、リサイクルに対する意識が高まり、クリーンセンター

が円滑に運営できる住みやすい環境を望みます。 

ゴミに関しては、ゴミ袋代が前居住地の 10 倍で驚きました。ゴミ袋がプラと燃えるゴミの２種類し

かないのはありがたいですが、他の分別ゴミ袋もあっても良いのではと思います。それによりゴミの
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削減やリサイクルの意識も向上し、ゴミ袋の収益も上がれば現在ある２種の袋代の単価が安くなり、

市民の負担も減れば嬉しいことだと思います。 

このまま住みやすい丹波市であってほしい。子どもの人数も増えますように！！ゴミ袋が値下げされ

てますように！！ 

ゴミ袋の値下げ希望！！ 

子育て中ですが、子どもたちよりも大人の方が環境に対する意識が低いように感じます。大人も環境

を守ることへの意識を高く持てるような施策を望みます。リサイクルについて、分別する時に何ゴミ

か迷うことも多々あり、広く周知してもらえると助かります。 

燃えるゴミのゴミ袋の値下げを待ってます！ 

現在の環境より質の低下になっていないことを望みます。ゴミの不法投棄が気になっています。（特

に河川敷）特に空き缶が多いです。企業さん（地元）も現状を見られて自社の製品がどのような形で

捨てられていくか、購入してもらうだけでなく回収する姿を表示してほしいです。（個人のモラルも

ありますが・・・）最近、シニアグループさんが定期的に缶拾いされているのを聞きましたが、不法

投棄させない強い制度を市に求めます。 

この夏頃より緑色のゴミ袋だけ安くなり、特に赤色袋は高価なままなので、どの色も同じに安くして

ほしい。私は緑色袋はきれいに洗ったり乾かしたりして、きれいなビニールだけ入れていましたが、

汚れていても、洗ってもきれいに乾かない物とか、赤色か緑色か迷うビニールがあるので困ります。 

ゴミ袋が高い。兵庫パルプがくさい。 

近年、農地として整備できなくなった土地に太陽光パネルを設置される開発がいたるところで見受け

られるが、景観も悪く、いつかただのゴミとなってしまうのではないかと心配している。 

リサイクル等の出す内容物が統一され、可燃物が減少されたい。太陽光発電設備が使用できなくなっ

た時のパネル等の処分方法がどうなるのか心配です。販売先が回収まで考えて販売してほしいです。 

ゴミの不法投棄がほぼなく、ゴミのポイ捨てをした人には何らかのペナルティを与え、逆にゴミを拾

ったり、環境にいいことをした人はポイントとか何かいいものがもらえたりする制度を導入してみる

のはどうかと思いました。 

 

（２）福祉・生活の利便性についての意見 25件 

高齢者の外出がもっと多様になるようなサービスが充実することを望みます。 

生活の利便性などと自然や文化、人間性の両立、人と人の温かいコミュニケーションを望みます。 

飲食店を増やしてほしい。自動販売機の設置。（市島町上牧） 

自然も大切だけど、マイカーがなくても買い物、病院など行けるように・・・。 

コロナの不安の中、未来のことは考えられない。不安のない生活を送れること、若者も希望が持てる

環境。交通が不便すぎる。 

駅前開発等をもっとやるべき。 

高齢になって不安なのが車の運転。交通の便がよくないので、ここに（住み続けたいが）住んでいら

れない。一日一回の福祉バスとかではなく、バス便がたくさんある丹波市になっていれば良いと思う

が、無理だとも思う。電気自動車や水素スタンドが増えたら良い。少なくとも、今私が住んでいる地

域では空気は良い。自然もある。この自然は残っていてほしい。太陽光パネルだらけの町は嫌だ。そ

してこれ以上大型ショッピングセンターも要らない。ゴミが増える。 

駅までが遠くバスもないので、通学するにも不便なので、何かの移動手段があればいいなと思ってい

ます。車がなければすごく不便なので。将来子どもができても通学が不便なので、住みたいとは思わ

ないです。 

免許証返納をしても移動手段がなく、なかなか返納できない人が多いのが現実。もっと簡単にデマン

ドタクシーに長い距離（町内だけではなく）乗れるようにするとか、タクシーも返納証明書があれば

半額で乗れるとか、市民に寄り添った仕事をして下さい。ただただ無駄に税金を使うのはやめて下さ
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い。 

交通の便が良くなり（いつ免許証を返納するかわからないので）、移動手段をもっと考えてほしい。 

デマンドバスがもっと丹波市全域に走行できるように努力願いたい。 

環境面での維持。人が増える。（転入）環境に配慮した開発による利便性の向上。 

I ターン者です。子育て支援の環境整備をしてほしいです。田舎なのに待機児童がいることや、病児

保育がないこと、障害児への支援が少なすぎることに移住してきた時に驚きました。 

自然の豊かさを大切にした町づくり。交通、乗り物が便利に出かけられるように望みます。 

道路環境、交通等の整備が良くなればと思います。 

自動車に乗れる間は生活に不便を感じにくいかもしれませんが、移動手段の方法が主として運転にな

っているので、その手段が使えなくなった時に本当に不便な土地だと思います。人口が少ないので、

何においても税金、水道料金・・・いろいろな支出が高く、将来は大変になるのかなと不安を感じな

がらの生活なのです。移動手段が安価で便利な環境に整えられていくことを望みます。アンケート結

果の市民への発表をお願いします。 

環境が良くなることは大切だとは思うが、それ以前にまず子どもたちが安全に過ごせる環境（登下校

時は特に）の必須。お年寄りにとっての優しい街になるように、地域がひとつになり取り組むことが

大前提だと考えるので、行政にばかり期待せず、地域、個人の取り組みを大切にしなければと思う。

丹波は（特に氷上）近隣地域と比べても何もしなさすぎでは？ 

今よりもっと住みやすい丹波市になっていると良いなと思う。帰ってきたい、丹波市で働きたいと思

える子どもが増えるように！！子どもが親からしっかり愛情を受け、生活できるように保護者への支

援もお願いしたいです。 

高齢者が住みやすい町になっていることを望んでいます。 

私の 10 年後は、元気で自分のことができる状態でありたい。だけどどう変わっているのかわかりま

せん。もし人の助けがいる状態になった時、誰もが住みよい環境になってほしい。普通に暮らしてい

ける丹波市であってほしい。不便でない生活であってほしい。 

10年後は多分私はこの世にいないと思いますが、あえて言うなら交通が不便。デマンドでも、どこで

も行けるようにしてほしい。（氷上町、柏原など） 

防災無線で日頃から注意喚起してもらうので気をつけて、早めに対策している。これからも続けてほ

しい。（高齢者が増えているから）山林が荒れているので、山から鳥獣が下りてきて田畑の野菜が失わ

れてしまう。丹波市は将来少子高齢化や限界集落等増え、悪影響は続くと思う。子育てしやすい環境

を整えること。統合していく小中に手厚い支援をすることが第一であると思う。（通学路整備、スクー

ルバス）第三種区域の規制値を厳しくしてほしい。（騒音）休日、バーベキューや外でゆっくり過ごす

ことができなくなり、住環境が最悪になりました。子どもが将来ここで暮らすのに不安である。（環境

課は数値ばかりで、こちらの生活環境に対して悪影響を及ぼしているのに対応が悪すぎる） 

自分の車がなくても自由に行動がとれる交通手段があること。車も環境に優しいものがあればさらに

良い。自然と生活の便利さの融合がほどよくできている市になっていてほしい。 

丹波市の中で過疎地をたくさん作らないように努力してほしい。高齢者が多いと何かしら不便さが多

い。そこを手伝うというか、助けてほしい。 

住みたいと思える環境。買い物に行きたいと思える環境。高齢者が住みよい環境。 

 

（３）自然環境の保全・整備についての意見 24件 

10年後も変わらずに、緑豊かできれいな景色を保ってほしい。 

今よりも自然豊かな環境になっていることを望みます。 

子どもが生き物や草花を気軽に見つけて学べ、ふれあえる環境が続くことを望む。 

もう少し森林が増えて、発展しているといいなと思います。 

空気、水が今よりきれいになるように山林の保全計画が実行されていること。 
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現状よりも生物が多く住むようになっていることを望む。 

私は青垣地域に住んでいるので、自然に囲まれた環境で子育てできているのはありがたいと感じま

す。少子高齢化が進んでおり、10年後どうなっているか不安もありますが、里山や河川、公園なども

整備され、子どもたちが住みたいと思える丹波市であってほしいと願います。よろしくお願いします。 

田舎は田舎でいい。環境社会のかけ声の下、田舎環境を破壊する必要性はない。 

自然を親しめる整備があまりなされていないように感じる。川があるのに親水空間がない等。都市部

は良い川がないのに親水空間は整備されている。あとゴミ袋代はやはり高すぎると思う。 

交通の便が良くなり、生物との共存が成立した環境になっていることを望みます。山に暮らす動物が

里に下りてこなくても済むよう、里山の自然を整備して食べ物を増やしてあげてほしいです。 

現在の自然環境が損なわれることなく、もっと河川敷等が整備され、せっかくの桜並木も手入れが行

われ、観光客が増え、移住してみたい都市になっていれば良いかと思います。せっかくの素敵な節分

草やかたくりの花が美しいことを知らない友人がたくさんいます。PRも研究、検討されることを希望

します。 

今の丹波市の自然環境を保全すること。 

子どもたちが自然の中で元気に過ごしている姿。 

現状を維持してほしい。 

丹波市でも異常気象が進んできて、ゲリラ豪雨、高温など、様々感じるようになってきました。その

中で、子どもたちが山や川で遊ぶ楽しさを知らないまま大人へ成長していくことに危機感を覚えま

す。山は整備しないと荒れていきます。大人でも行ったことのない場所には抵抗感を覚えます。子ど

もたちに自然で遊ぶことの楽しさを体で感じてもらい、山や川への興味関心を持ってもらうことによ

り、丹波市には他市にはない豊かな自然があるということを誇りに思ってもらえるような市になって

ほしいと思います。そのためには、やはり、丹波市の自然を楽しめて学習できるような場所、もしく

はイベントを年に４回ぐらいはやってほしいなと思います。 

里山の整備。河川の整備。 

小動物がいつまでも子孫を残せる環境を願ってます。子どもたちが生き物と仲良しになる教育＝自然

が必要と思いますが・・・。 

家の近くの川にあった竹やぶがなくなり、小さい頃からその景色に慣れていたのでとても寂しく感じ

ます。自然は山も川もたくさんありますが、雑草が伸び放題のところもあって、少し汚いと感じるこ

ともあります。予算面等で厳しいところもあるかもしれませんが、きれいに整備されて緑のたくさん

ある丹波市になることを望んでいます。 

山や川に恵まれた環境であるにも関わらず、人が自然と交わる機会が少ないと思います。子どもたち

が安全に遊べる川辺の整備や、里山などの管理など、もっと私たち住民自身で身近な自然を守ってい

くためのシステムが構築されることを望みます。 

現代に合った里山づくり。 

緑にあふれ、自然豊かな環境を望みます。 

自然豊かで、子どもたちが自然と触れ合いながら成長していける環境があれば良い。 

これ以上破壊しないように努めてほしい。 

今より悪化せず、教育が進み、環境問題に興味をもってもらえるようになる。 

 

（４）農業に関する意見 17件 

農業水路の整備を早くしてほしい。 

丹波市内の耕作放棄田がなくなりますように！ 

農地が荒れているより宅地化が進んだ方が良い。農振地により宅地がゆったりとれない。しかも農地

は荒れている。 

放棄農地の減少。 
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①野良猫の減少による環境美化が進むことを願います。②イノシシやシカ、アナグマ、イタチ、カラ

スなど、野生生物による農作物などの被害が減少した環境を望みます。③農業の後継者が少なくなり、

耕作放棄田の発生、空き家の発生が多くなるのではないかと危惧しています。よって、その対応策を

検討願います。 

耕作放棄地の防止。 

最近イノシシ、シカなどが畑の作物を食べ荒らしていることが多発している。駆除できるなら行って

いただき、安心して作物を育てられる環境を作ってほしい。 

山々に囲まれ、田畑が多く自然豊かで環境としては素晴らしいと思います。しかし、森の木々や田畑

が十分に生かされず、災害（山崩れ）（水害）が多くなったり、山に入る人も減り、休耕田が広がって

いることに不安を感じます。山を生かす、休耕田をなくすことは個人の努力では難しいと思います。

森林税は何に使われていますか。休耕田をなくす良い取り組みの普及例はないのですか。 

農林業に従事、関心を持つ人が増え、森林や田畑が整備されている環境を望みます。 

遊休農地が少子高齢化に伴い増えてくると思う。見た目も良くないし、広い丹波市で遊休農地が増え

るのはすごくもったいない。有効的に活用してほしい。電気自動車の電気ステーションがあればいい

なと思う。 

田畑の耕作放棄による自然環境の悪化が心配 

遊休農地が今以上に増えないこと。自然災害に強い丹波市に。 

空き家対策及び遊休農地対策の徹底を願いたい。 

休耕田等をよその会社や個人に購入され、太陽光発電やマンションなど無駄なものを作らせないよう

にしてほしい。市が率先して丹波市の財産である土地を守らなくてどうするのか。もっと農業を守る

活動を行ってほしい。市で借り上げをし、農会や青年会などに農業を行わせ、それに見合った収入が

得られる栽培方法などを指導、普及活動を期待する。 

農業や山林の維持ができる施策、特に後継者が増えることに力を入れていただきたい。 

今後の農業が心配である。農業を人口減で守っていくことができなければ、米作りも誰が・・・と心

配である。市長さんが帰ってこいよと言う町づくりをされていますので、丹波市に帰ってこれる良い

環境づくりを考えるべき。働く場所も考え、若い方たちの生きる道づくりが必要ではないでしょうか。 

車の排気ガスや焼却場の煤煙が（安全だと言われているが）人体に悪影響を及ぼすことや、農薬まみ

れの野菜やお米が減っていくことを望みます。 

 

（５）町や地域についての意見 17件 

特に大きく変わってほしくはない。自然ばかり優先しても町は滅びる感じがあるし、都会化しても町

の良さがなくなるし、現在のままで良いかとも思う。 

若い世代が住みたいと思うまちづくり。空き家や休耕田も増えているので、それを活用し都会の人が

行ってみたいと思うような丹波市。 

きれいな街だと誰からも言われるような環境でありたい。 

痛ましい交通事故が少しでも減るように、交通量の多いところには信号機を設置してほしいです。 

安心安全で心豊かに暮らせる環境。 

自然豊かな里山の風景を 10 年後も守っていきたい。日本でも誇れる場所にするために、建物等も景

観条例を作ってほしい。氷上の県道のチェーン店が立ち並ぶ様子は、とてもありきたりな田舎の景色

で、自然を満喫しに来た人にとってはとても味気ないものに思える。 

丹波市の環境を良くし、U ターン、I ターンの方たちが丹波市を見直し、その方たちとともに、皆が

健康で住みやすい地域にしてほしいし、協力してそんな地域にしたい。 

住宅地近くの工場について規制を厳しくしてほしい。 

環境教育、再生エネルギー、低農薬野菜の推進、外国人の受け入れ。どれかでも特化した地域、モデ

ル地域になってほしい。 
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西脇からの 175線沿いの高速？バイパス？の建設は賛成⇒しかし、景観に配慮したルートを考えてほ

しいです。丹波市の良さをキープしてほしいです。緑豊かな町に！ 

緑豊かに安全に暮らせる町であってほしい。あといろいろな店が増えたらいいと思う。 

住みやすいところ。 

良くも悪くもずっと変わらない故郷であってほしい。 

緑豊かな丹波市。美しい丹波市。災害に強い丹波市。 

健康のためによく外を歩きますが、街灯が全然なくて真っ暗で怖いです。街灯を増やしてほしいです。 

自治会費の減額。独居世帯（及び高齢者世帯）に関する不足金の免除。 

他都市で「丹波には高速道路から見る桜並木が見事だったので、毎年桜の季節には行っている」と聞

いた。丹波の桜はここしばらくが盛りではないか。他市では桜回廊ウォーキング等の催しがあるが丹

波ではどうか？シューベルティアーデは地域の寺院や施設で各地域の住民の設えた会場で行ってい

る。地域の雰囲気も楽しめて素晴らしい。地場産の牛乳がおいしい。牛を日常の中で見る。デントコ

ーン畑の景観もよし。特産物は自ずとその地域の景観をつくる。医療環境が良い、地域の診療所も良

し、ミルネ、中央医療センター、看護師養成施設一体の整備も良し。その他羅列：水道水がおいしい。

中央図書館が好き。 

 

（６）人口についての意見 16件 

山の手入れが進み、木材の利用化が推進され、大型の加工施設（木材）、発電まで行われ、人口も増加

し（雇用により）、地場産業として取り組まれているようになっていれば良いと考えます。市長の言う

「帰って来いよ」ではなく、帰りたくなる市を作っていくことではないのか。 

少子高齢化で大変になっている。小学校もなくなり活気がない。 

人口減少による少子化対策。例えば企業誘致、外国人の雇用等。 

高齢化が進む。優秀な若者は市外の高校、都会の大学に進学し、都会で就職し、市の発展は望みが薄

い。空き家、空き地、空き室が増える。 

季節の植物、作物が育ち実る緑豊かな環境になっていることを望む。人口減は余程のことがない限り

期待できない。コミュニティをどのように維持するかが、その鍵になる。かつてのような近所づきあ

いがネットづきあいになり、グローバル化が進み居住区単位の結びつきが趣味趣向を通じた結びつき

に傾斜している。若者に「帰（返）って来い」と言えるには、まちの魅力、経済活動（儲かる、稼げ

る）の魅力、人の魅力が必要だ。ふるさとの緑の山河が豊かになることで、こうした魅力が際立つこ

とを期待する。 

人口 15万人を目指そう。 

若者の定住、人口減少ストップ。 

人口がどんどん少なくなり、環境は悪化すると思うので、そうならないために誰もが住みやすい町に

なってほしいです。高齢化が進むので、福祉のことも考えてほしいです。 

人口が増えて活性化されたら嬉しい。若者が増えてほしい。 

人口が減らず、子どもたちが元気で安心して走り回っているような環境でいてほしい。 

ますます高齢化社会になり、環境どころではないかも。住みよい市だと痛感していますが、望みはあ

りません。 

先日、大阪の人が当地に来て一番に発した言葉が静かですねでした。その後の言葉が人口はと言いま

す。昔は 15000程でした、ところが今は 7000程ですと話が進み、ここの地では商売は大変ですねと。

10年先は私たちは既に鬼籍に入ると思いますが、この町は如何様になりますか？ 

他の地域の方が丹波市に移住したいと思ってほしい。 

他地域からの転入者が増え、限界集落が減少していること。公共交通が整備され、独居であっても安

心して暮らせること。子どもが減少しても学校が各地域に存続されていること。 

自然環境が保全された街づくり。丹波の自然を保ちつつ転入者を増やしていく方策が必要。 
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さらに高齢化が進み、田舎社会である以上 10年後も何も変わらないし、今まで何も変わっていない。

地域の付き合いが煩わしかったり害虫に悩まされたり、いろいろな不便さが住み続けるには不安があ

り魅力も感じない。このままだと丹波人口は減ると思う。 

 

（７）環境を守るために取り組むことについての意見 10件 

市民が今ある自然環境を当たり前と思わず、次世代のためによりよくなるよう意識して行動する。少

し厳しい規則を設けてでも対策すべきだと思う。（全ての人の意識を変えるのは難しいので） 

2030年頃目標の電気自動車等におけるリーラ等自家発電システム、地域、農業、省エネルギー、エコ

ロジーの一体型生活環境の充実。今回のコロナ等における自治体独自運営のリスク管理の充実。 

自然との協和。自分から進んで環境面に協力、努力しないとダメである。行政の指導にて世の中は良

悪が決まる。 

今、太陽光発電が推進されているのかよく電話がかかってくる。道路の両側のパネル設置で、これで

本当の意味でのエコロジーの生活なのかと思う。緑を切り倒してまですることが、本当に地球にとっ

ていいことなのかと考えさせられる。自然保護として自然を保護することなのではないかと思う。 

このアンケートを書きながら、市の方々が環境保全活動等に関心を持たれ、様々な活動に参加された

り勉強されているのを知り、素晴らしいことだと感じました。同時に、自分自身ももっと日々できる

ことを考えなければと思いました。10年後も 100年後もその後の丹波市の環境のことを、また子ども

たち、孫たちの未来のためにも、きれいな空気、美しい自然、山川海空、多様な動物たち、地球の全

てのものたちが幸せに暮らせるように、環境問題に少しでも微力でも携わっていきたいと思います。

10年後も美しい丹波市であることを願います。 

生物の持つ生産力を考えた持続可能なレベルで資源利用ができればいいなと思います。 

一人一人が節電、節水などちょっとした行動ができるようになることを望みます。 

コロナ感染の拡大に伴い、改めて自然の中で過ごすことの重要性を感じています。人の手だけで自然

を守ることは年齢が大きくなると重労働になるので機械が必要になるが、金額が高いので補助金とか

あれば嬉しい。 

高齢で体力的に活動が制限されますが、できる範囲でしていこうと思います。子孫のためにも。 

市民が今ある自然環境を当たり前と思わず、次世代のためによりよくなるよう意識して行動する。少

し厳しい規則を設けてでも対策すべきだと思う。（全ての人の意識を変えるのは難しいので） 

 

（８）公園・施設等に対する意見 ８件 

子どもを遊ばせられる遊具が設置されている公園が増えれば良いと思う。子どもを連れて近くの公園

に行こうと思っても、公園が少ないので、結局いつも同じ公園ばかりになってしまうので、もっと選

択肢がたくさんあると嬉しい。子連れで買い物や外食に行きやすいお店は、イオンのように、そこに

行けば色々な用事を一度に済ませられるショッピングセンターや、丸亀製麺やケンタッキーなどのチ

ェーン店だと個人的には思うのですが、丹波市にはそのようなお店が少ないので、これからもっと増

えていけば、市外からの転入者が増加するのではないかと思います。丹波市は、まだ「トカイナカ」

ではなく田舎の段階だと思う。これから、もっと魅力的な市になっていってほしいです。 

ランニング道、遊歩道など健康づくりに貢献できる環境を作ってほしい。もちろん公園などもいいが、

もっと予算をかけずに取り組めるのがランニング、歩道、自転車道だと思う。ぜひ実現してほしい。 

子どもたちが自然の公園で遊べる場所が各地域ごとに増えていればよい。 

子どもたちが安心して遊べる公園が増えれば良くなると思う。あと、子育てしやすい環境、託児所な

どがもっとあれば、子育て世代の負担が少なくなり、活気づくのではないかと思う。 

環境を活かした子どもの遊ぶ場所をもっともっと増やしてほしい。 

丹波の森公園や年輪の里のグランド使用についてですが、何かイベントなどしていない日は子どもが
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自由に使っても良いのでは。年輪の里の砂場周辺のベンチは木陰になるようにしてほしい。 

自然環境は良いが、公園など子どもたちが安全に遊べる場所が近くに少ないように思います。 

アパートが次々と建てられる今、公園が減ってきています。昔と比べ遊ぶ場所が減り、アスレチック

もなくなり寂しいですね。これからの未来の子どもたちのためにも、広場をこれ以上減らさないでほ

しいです。 

 

（９）行政に対する意見 ８件 

変化しないと思うので何も望まない。市の行政に期待しない。 

あらゆる分野が持続可能でない限り、未来は来ません。もっと情報発信をきめ細やかにして、行政が

先手を切って環境に対する勉強をしてほしいです。他の市町に比べて、かなり遅れていると感じます。 

今後、行政と市民、商工業者が一体となって SDGsも取り入れた画期的な取り組みに期待しています。

市長のゴミ対策が教育も巻き込んだ市民運動になり、脱炭素社会への取り組みがますます進んでいく

ことに期待しています。ゴミの動画よかったです。市職員さん、いつもありがとうございます。頑張

ってくださいね。 

丹波市職員はもっと地域住民の声を聞くこと。市役所職員は自分たちがしなければいけないことをシ

ルバーの人に頼りすぎ。もっと職員として勉強してほしい。 

前進あるのみ。 

それを考えるのが役所と議員の仕事。人に聞くな、考えよ！ 

水道代やゴミ袋代など、日々の生活に欠かせないものをできるだけ安くするよう努力してほしいで

す。税金をくだらないことに決して使わないこともお願いします。公共トイレの工事や道路整備とか

は納得できますけど。他地域からの訪問者や丹波市民が快適に過ごすための経費は仕方ないと思いま

す。 

丹波市行政が理想を追うのは結構ですが、まずは本当にできることから１つずつ実行実現していくこ

とで、市民は行政が口ばかりではなく何かをやろうとしていることがわかり、そこで市と市民が協力

して事を進めることが大事。 

 

（10）空き家・空き地に対する意見 ７件 

空き地や空き家をなくすよう希望する。 

空き家をそのままにしたまま、田畑が宅地化されているのが残念。壊して宅地として使えるようにし

てほしい。将来は世界的に水の取り合いになると思うので、水をよそ者に取られないようにしてほし

い。 

空き家の解消。 

交通の便が良くなってほしい。自動車がなければ不便。空き家を利用して集まれる場所を作ってほし

い。老人がお話したり料理を作ったり皆で楽しめる場所があれば、認知症もなくなると思う。 

おそらく廃屋や休耕田、雑木林等が増えて村では生活がしにくくなるのでは。そのため集落をある程

度便利な場所にかためて集めることが必要なのでは。高齢者ばかり残ることにならないように・・・。

山奥まで補助を出して工事することも市の財源減少になるのでは・・・？ 

空き家対策及び遊休農地対策の徹底を願いたい。 

空き家や荒れた土地が有効に利用されていること。 
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（11）河川に対する意見 ６件 

私が住んでいる地域では、以前大雨が降るたびに住居に浸水被害があるお宅が多々ありましたが、近

年は河川等整備していただいたおかげで無くなりました。ありがとうございます。 

私が小学校の頃みたいに川に遊びに行ったりザリガニとったり・・・。今の川は昔に比べてすごく汚

くて見るだけでも嫌になります。自然がきれいだと遊びたくなると思います。あの頃のようにきれい

な川になったら良いなぁと思います。このアンケートを機に自然環境についてもう一度考えることが

できました。ありがとうございました。 

山地が多いことが自然が豊かではない。町の中を安心して散策できて、道端の花々に気持ちが癒され

る、そんな町であってほしい。川の水質があまりにひどい！新川の土手も本当に劣悪でさびしい限り

だ！ 

川の水質、透明、にごりなし、魚が見える、ホタルが無数にいる、そんな環境にしてほしい。 

川がもう少しきれいになってほしいです。ゴミが目立つので・・・。水の臭いや質が気になります。

子どもも安心して川遊びなどができる環境であってほしいと思います。ゴミ拾い等の行事が参加でき

れば、参加していきたいと思います。 

悪くなっているよりは、良くなっているように願う。水質や道路の整備など。 

 

（12）雑草の管理に対する意見 ５件 

道路の草刈りがあまり丁寧ではない。雑草が放りっぱなしであるので、草刈りをもう少し頻繁に行っ

てほしい。交通面の危険も伴う。 

あらゆるところに色々な種類の花があると良い。（崇宏小学校の前のハナミズキなど）通学路でもサ

イドの雑草が刈られずに少し危ないところがあるので、安全に通れるようにしてほしい。 

草刈りの後にその場に草を放置してあったり、片づけができていない。ゴミも目立つ。自然豊かな住

みやすい街ならまず環境美化は大事だと思います。 

草刈り、大変だとは思いますが、事故等が起きるまでになんとかしてほしいと思います。（市島町（森

坂）グルメリア横）遅くなりすみません。間に合わないでしょうか・・・。 

氷上町香良のウォーキングトレイルを散歩に利用していますが、周辺の草や雑木が道にかかってきて

おり、歩く際多少不快に感じることがあります。清掃に参加する機会があればお手伝いするので、も

う少し気持ち良く利用したいと日々感じています。 

 

（13）悪臭に関する意見 ４件 

私の住んでいる地域は工場からの悪臭がひどくあるので、これ以上孫や子にこの地域に住み続けてほ

しいと自信を持って言えない。本当はこの地域が好きだから住み続けたいし、孫や子どもと一緒に住

みたいのだが・・・。この臭気について解決の道は必ずあるので、何とか市としても努力して改善し

てほしいと切なる願いである。また、統合の中学校も建つ。この悪臭の中での勉学、運動で学生たち

の健康被害を心配している。 

畜産のにおいがなくなっていることを願っています。ご飯時や洗濯物など窓を開けられない。 

野焼きを禁止にしてほしい。 

草等を民家の内（近く）で燃やさないでほしいです。夏等は“けむり”が家の中に入ってきて、夕方

戸を閉めたり家の中も臭くなり困りますが、近所のために「今日も燃やしているねぇ～」と言いなが

ら注意できずに今に至っています。丹波の広報誌に大きな紙で注意を促していただきたいと思いま

す。近所ですので、注意ができませんので・・・。燃やすのであれば、民家のないところでお願いし

たいです。 
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（14）防災に関する意見 ４件 

環境に対してはこのままで良くもなく悪くもなくの状態でよい。地球温暖化による災害が増えるかも

しれないので、防災による環境との両立は難しいかもしれないが、両立できるよう取り組んでいただ

きたい。 

10年間大雨、台風、土砂崩れ等、災害にあわないことを望みます。 

山林、田畑を維持できる仕組みの充実。（防災の観点を含めた）沿道の景観維持。持続可能を意識した

暮らし（身についた暮らし）が浸透できますように。私たちも頑張ります。 

シカやイノシシ等の生息数を最適化する。多すぎず、少なすぎず。山林の手入れを行う。丹波は杉や

ひのきが多すぎる。防災の視点からも木の種類の多様化を進めるべき。 

 

 

 

２．事業所アンケート調査 

問 丹波市の環境全般について、ご意見・ご要望等がありましたらご記入ください。 

道路の草刈りにもっと予算をつけてほしい。 

環境問題をビジネスにしようとすることは環境改善につながるのか？議論してほしいです。 

丹波市環境全般について、意見・要望。私共の事業所は、パルプ製品・売電の事業を行っている会社

に囲まれた場所にあります。今現在バイオマス燃料の運搬のトラックより飛散する粉塵等が工場内に

も入ってきて、私共の製品にも積もるような状況です。そのような環境の中で社員が作業しており、

社員の健康状態に悪い影響を与える物質の混入等々が含まれていないか？と思いながら粉塵を毎日

吸っている状況に危惧しております。そしてそれに伴う悪臭もしております。相手の会社にも話し合

い、対策は考えていただいておりますが、このような状況です。どうすればよろしいでしょうか？社

員の存続にもかかわってきます。また、大型トラック等の往来の多さと、騒音、道路の傷み方、近く

の橋の往来。（すれ違いができず待ちあわなければなりません）踏切等の混雑等々いろんな問題があ

るように思われます。中学校も統合されますし、交通の面でも危ない場面も、目の前におりますので

何度か目撃しております。アンケートの趣旨とは違ったかもしれませんが、今現在の状況です。私共

のみならず、日常世活における、地域全体の生活環境の問題と考えて書かせていただきました。（近隣

住民の人々や通行されている方々からもよく耳にしております）ご理解賜り、何らかの対策を講じて

いただくようにお願いいたします。 

 


