
第５次下田市総合計画（素案）に関する市民意見（パブリックコメント）の募集結果について 

 

１．パブリックコメントの募集結果 

（１） 意見募集期間：令和２年 10月７日（水）から令和２年 11月５日（木）まで 

（２） 意見提出件数：22件 

 

№ 対象箇所 意見概要 意見に対する考え方・対応 

１ 

【序論】 

第３章 

本市を取り巻く社会

環境 

 

項目によって、世界・日本から市の社会環境まで

記載され、各項目の内容に差があり、趣旨が伝わ

りにくい部分がある。 

題名や内容をもう少しわかりやすくした方が良

い。 

章名を「本市を取り巻く社会環

境」を「時代の潮流」に変更し、

内容も整理しました。 

２ 

【基本構想】 

第４章  

土地利用構想 

 

第２章「まちの将来像」の視点「新たな社会環境

への対応」に南海トラフ巨大地震や気候変動によ

る年々激甚化する風水害といった自然災害への対

応が記載されているが、第４章の「土地利用構想」

では、自然災害への対策が触れられておらず、視

点が反映されていない。自然災害に対する記述を

加えた方が良い。 

土地利用の基本方針、区分別土

地利用構想に自然災害リスク

や防災対策について追記しま

した。 

３ 

【基本構想】 

第５章  

まちづくりの柱 

 

第６章  

第５次下田市総合計

画の体系 

まちの将来像を実現するため、今後重点的に目指

していく本市の姿勢を示したものが「まちづくり

の柱」であることは理解できるが、「まちづくりの

柱」を実現するために、市がどのような取組を行

うのか、具体的には基本計画に記載されていると

ころであるが、その関係性がわかりにくい。 

 

まちづくりの柱と基本計画の

関係性について、第５次下田市

総合計画の体系図を修正しま

した。 

 

４ 

【基本計画】 

分野１  

自然環境・生活環境 

 

現況と課題 

自然環境の保護・保全について、市民との協働に

よる施策とあるが、温室効果ガス、廃棄物、土地

の造成等、事業者の位置付けも大きいことから、

事業者との協働も必要である。 

自然環境の保護については、市

民、事業者との協働が必要と考

えておりますので、いただいた

ご意見をもとに内容を修正し

ました。 

５ 

【基本計画】 

分野１  

自然環境・生活環境 

 

現況と課題 

課題に「適切なサイクル分別の推進」とするが、

市民１人１日あたりのごみ排出量は依然として県

内ワーストクラスにとどまっている。 

これは観光交流人口に起因しており、家庭ごみの

減量・分別の徹底はもとより、事業系ごみの排出

抑制・分別や市外からの持込の防止等の対策に力

を入れる必要がある。 

地球温暖化防止対策では、「地方公共団体実行計画

（区域施策編）」を策定して積極的に取組むべきで

ある。 

 

ご意見を踏まえ一部内容を追

記しました。 

また、ご意見は今後作成する

「下田市環境基本計画」の参考

とさせていいただきます。 



６ 

【基本計画】 

分野１  

自然環境・生活環境 

 

分野の目標値 

目標値として次の項目を追加したらどうか。 

・市役所からの温室効果ガス排出量 

・住宅用太陽光発電システム設置費補助金の延

べ申請件数 

・飼い主のいない猫の不妊去勢手術補助件数 

基本計画全体の目標値を整理

し、各分野、施策ごとに１つ程

度の目標値としました。ご意見

は今後の事業展開の参考とさ

せていただきます。 

７ 

【基本計画】 

分野１  

自然環境・生活環境  

 

施策１  

自然環境の保護・保全 

 

⑴ 優れた自然環境を保全します 

主な取組に「海岸漂着物等の円滑な処理、発生の

抑制に係る関係者の連携強化」とあるが、発生源

であるプラスチック等の製造者、流通・販売業者

等と、どのように連携強化するのかわかりにくい。 

発生の抑制に係る関係者の連

携強化については、施策３の６

Ｒ県民運動と関連しますが、プ

ラスチックごみの排出抑制に

向け、事業者や関係機関等と連

携し、６Ｒの普及に努めてまい

ります。 

８ 

・ 

９ 

【基本計画】 

分野１  

自然環境・生活環境  

 

施策１  

自然環境の保護・保全 

 

⑵地球温暖化対策を推進します 

・主な取組に「クリーンエネルギー活用の補助制

度の利用拡大」とあるが、今後制度を拡大する

方向なのか。太陽光発電、太陽熱利用、燃料電

池など具体的な内容を記載すべきである。 

・主な取組に「温室効果ガス排出量の削減の推

進」とあるが、公共施設の電気使用量削減な

ど行政の積極的な取組が必要である。 

ご意見を踏まえ一部内容を追

記しました。 

また、ご意見は今後作成する

「下田市環境基本計画」の参考

とさせていいただきます。 

10 

【基本計画】 

分野１  

自然環境・生活環境  

 

施策１  

自然環境の保護・保全 

⑷ 水や大気等の環境保全を図ります 

河川水質結果等や産業廃棄物や処分場の適正な

処理、管理状況など市ＨＰで公開すべきである。 

 

今後の事業展開の参考にさせ

ていただきます。 

11 

・ 

12 

・ 

13 

【基本計画】 

分野１  

自然環境・生活環境  

 

施策３  

快適な生活環境の確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴６Ｒを推進します 

・主な取組の「広報誌等による環境やごみ問題に

関する「６Ｒ」の啓発」について清掃活動も

盛り込むべきである。 

・主な取組の「プラスチックごみの発生抑制と海

洋への流出防止の推進」を具体的に記載すべき

である。 

・主な取組に次の項目を追加したらどうか。 

①海洋プラスチックごみ防止 6R 県民運動の協力

店、賛同企業・団体の拡大 

②河川海岸愛護活動の推進 

③下田市美しいまちづくりを推進する条例の推進 

 

ご意見を踏まえ一部内容を追

記しました。 

また、ご意見は今後作成する

「下田市環境基本計画」の参考

とさせていいただきます。 



14 

・ 

15 

【基本計画】 

分野１  

自然環境・生活環境  

 

施策３  

快適な生活環境の確保 

 

「⑵廃棄物の適正処理を推進します」「⑶ごみの減

量化、資源化を推進します」の順序を逆にした

方が良い。 

 

⑶ごみの減量化、資源化を推進します 

主な取組に次の項目を追加したらどうか。 

・事業系ごみの排出抑制・分別の推進、産業廃棄

物や市外からの持込の防止 

・紙ごみ、ペットボトルの分別の強化 

・プラスチック類のリサイクルの推進 

・食品ロス、食べ残しの抑制等に関する啓発 

・ふじのくに食べきりやったね！キャンペーン、

フードバンク事業への協力 

・下田市版「もったいない運動」の推進 

・資源ごみ集団回収事業奨励金交付制度の推進 

・焼却灰の再資源化の検討 

ご意見を踏まえ一部内容を追

記しました。 

また、ご意見は今後作成する

「下田市環境基本計画」の参考

とさせていいただきます。 

16 

【基本計画】 

分野１  

自然環境・生活環境  

 

施策３  

快適な生活環境の確保 

 

⑵ 廃棄物の適正処理を推進します 

主な取組に次の項目を追加したらどうか。 

・ごみの分別区分の細分化に対応した適切で効率

的な収集方法の検討 

・ごみ収集・処理委託事業者、同許可事業者への

適切な指導・監督 

・ごみ収集委託業務内容の定期的な見直し・検討 

・高齢者・障害者向け特別在宅収集の推進 

・ごみ処理施設の適切な修繕、管理・運営による、

安定的な運転と公害防止 

・災害時のごみ収集・処理体制の確立 

・労働災害発生の防止 

・県保健所や警察との連携による違法な不用品回

収業者、無許可の収集処理業者の取締の強化 

ご意見を踏まえ一部内容を追

記しました。 

また、ご意見は今後作成する

「下田市環境基本計画」の参考

とさせていいただきます。 

17 

【基本計画】 

分野１  

自然環境・生活環境  

 

施策３  

快適な生活環境の確保 

施策項目として、不法投棄対策を追加されたい。 

 

不法投棄につきましては、「施

策３の（２）廃棄物の適正処理

を推進します」にて整理してい

ます。 

18 

【基本計画】 

分野１  

自然環境・生活環境  

 

施策３  

快適な生活環境の確保 

施策項目として、犬や猫の適正な飼育について追

加されたい。 

犬や猫の適正な飼育の推進に

ついて、施策３に追記しまし

た。 



19 

【基本計画】 

分野２ 

子育て・教育  

 

施策４ 生涯学習 

  

 

⑶ 文化財などの保存、継承、活用を図ります 

主な取組に次の項目を追加したらどうか。 

・伊豆文庫資料の整理、書誌データベース作成に

よる活用。新設図書館への移管の検討 

・「下田市文化財シリーズ」のデータ化、ウェブ公

開の検討 

 

今後の事業展開の参考にさせ

ていただきます。 

20 

【基本計画】 

分野２  

子育て・教育 

  

施策６  

スポーツ  

⑶スポーツ環境の整備を図ります 

分野３の観光業にもスポーツ施設、宿泊施設と

連携した合宿誘致の強化について記載がある

が、内容が同じであれば、内容を揃えるべき。 

記載内容を整理し、観光の取組

を再掲としました。 

21 

【基本計画】 

分野５ 危機管理  

  

 

浜岡原発の事故発生時、富士山噴火の想定を一言

でも入れてはどうか。 

現況と課題には、一定以上の発

生確率があって、起きた場合に

市内に甚大な被害を与える代

表的な危機として、大規模地震

や台風等の豪雨、全国的に蔓延

している感染症をあげていま

す。その他の危機については、

地域防災計画等で定めていま

す。 

 

22 

【基本計画】 

分野８ 行財政改革 

 

施策１  

行政運営の効率化 

 

⑴ 効率的な行政運営を推進します 

全国的に入札や公金管理などで問題が起きてい

ることから、主な取組に「契約・入札制度、公

金管理のあり方の定期的見直し」を追加したら

どうか。 

 

ご指摘の事項は、健全な行政運

営に当たり常に行っていくべ

き内容であります。公務員倫理

や法令遵守等について意識の

徹底に努めてまいります。 

 


