
地球温暖化を防ぐためのアイデア募集！

ごみをへらしたらいいと思う！

そのために、買いすぎない。

ごみを焼却する際に温室効果ガスが発生しますので、ごみを減らすため

にいらないものを買わないことはとても大切ですね。お買い物をすると

きに本当にいるものかどうか考えてみることをみなさんにもお願いした

いと思います。

【子どもの意見】 【宝塚市からのお返事】

テーマ１

アイデアを送ってくれたみなさんへ

多くのいろいろなアイデアを送ってくれてありがとうございます。

私たちだけでは思いつかないような意見やアイデアもあり、びっくりしましたし、もっと頑張ろうと思うことができま

した。

地球温暖化防止は、一人一人が取組を続けて、積み重ねていくことがとても大切です。

また、限られた人だけがやるのではなく、市役所、会社、学校、市民みんなが協力して「地球温暖化を止めるんだ」と

いう目標に向かって取り組まないと、地球温暖化を止めることはできません。

今回、みなさんが考えてくれたアイデアをぜひ家や学校で試してみて、できることから取り組んでみてください。

宝塚市では、地球温暖化を防止するために、色々なイベントやキャンペーンなどを通じて、エネルギーのムダ使いをや

めて、環境にやさしいエネルギーが増えるよう取り組んでいます。

みんなが「地球温暖化を止めないといけない」と思えるようなものを考えているので、ぜひ参加してみてください。

今回、みなさんからいただいた意見やアイデアも参考にしながら、これからも地球温暖化を防ぐことができるように市

も頑張っていきます。

これからもみなさんのご協力をよろしくお願いします。

No.1



・ごみを分別する！

・食品ロスを減らす！

・３Ｒ（リユース、リデュース、リサイクル）を大切にする！

リユースのものを使う！

・スプレー缶は中のガスを抜いてから捨てる！

（ごみ収集車の火災がたくさんあり、火災になると二酸化炭素

が出るから）

太陽にごみをはっしゃしてもやす！

地球に巨大なあなをほって、その中にごみを入れて、

中がパンパンになったら土でうめる！

・問題を解決するために、今までにない発想で考えることはとても大事

なことです。ごみを減らすために、今できることに取り組んでいますが、

新しい環境技術ができることを期待しています。

・日本では、産業活動による二酸化炭素を回収して、海底下の地中深く

に貯留する実証試験が行われていますので、実用化することができない

か今後の展開に注目しています。

・ごみの分別は、リサイクルするために重要なことですので、ぜひ皆

さんにしてもらいたいです。本市では、「さんあ～る」というアプリ

を配信し、ごみの収集日や詳しい分別方法についてお知らせしていま

す。今後も、アプリや広報誌などを通じて様々な情報発信に努めてい

きます。

・食品ロスは今とても問題になっています。ごみをつくらない（リ

デュース）ためにも必要な分だけを作る、作ってくれた人のためにも

残さず、無理のないように食べきることをお願いしたいと思います。

・使い切りで捨てるのではなくてもう一度使う（リユース）こともた

くさんの人に協力をお願いしたいと思っています。３Ｒ（リデュ－ス、

リユース、リサイクル）を大切にしてくださいね。

・ガスの入ったままのスプレー缶はとても危険ですので、使い切って

から捨てるようにお願いしています。
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二酸化炭素を減らすために、ヘアースプレーをジェル

タイプやきりふきに入れて使う！

後始末も大変だし穴をあけないとばく発するから。

ごみをあまり出さないようにすることはとても大切なことです。できる

だけごみを作らない、工夫してもう一度使えないか考える、捨てる場合

はリサイクルできるようにきちんと分別するなど、ごみを少なくするよ

うに皆さんに協力をお願いしていきます。

スプレー缶には、ヘアスプレーの原液などの内容物のほかに、噴射剤と

してガスが使用されていますので、安全のため捨てるときは使い切るか

ガス抜きをすることが必要です。ジェルタイプを使うときも無駄なく使

い切ることが大切です。本市では、ごみの詳しい分別方法や出し方の注

意点について「さんあ～る」というアプリでお知らせしています。今後

もアプリや広報誌などを通じて様々な情報発信に努めていきます。

ごみをあまりださないようにする！

ごみの分別を気軽にできるようにプラスチックのフィ

ルムなどを減らす！

プラスチックは種類も多く、使われているところも多いので分別する

手間のかかるものですね。本市では、「プラスチック類の日」に食品

にかけられた汚れていないフィルムを収集しています。ご家庭で使用

する場合は、繰り返し使えるものを使用するなどしてプラスチック

フィルムを減らすようお願いしていきます。

No.49
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少しずつでも電力の消費を減らすため、ごみ回収車が

鳴らしている市歌の音量を下げる！

収集車両におけるごみ収集時の音量については、原則として、市民の皆

様が聞き取ることが可能な音量で調整しており、全市域で統一していま

す。ただし、建物や立地環境などを考慮したうえで、地域個別の対応は

していますので、ご連絡いただければ検討します。

プラスチックごみを分別する！

ごみ収集時のプラスチックごみの分別については、食料品・日用品容

器包装、発泡スチロール、その他プラスチック（CD,DVD等）で分別し

ていただいたものをプラスチック製品、化学原料、固形化燃料にリサ

イクルしています。しかし、「汚れているプラスチックごみ」はリサ

イクルできないので、「燃やすごみ」になります。本市では、ごみの

詳しい分別方法や出し方の注意点について「さんあ～る」というアプ

リでお知らせしています。今後もアプリや広報誌などを通じて様々な

情報発信に努めていきます。

車の使用は少なくする！（自転車・徒歩がいい）

自転車や徒歩で移動すると、温室効果ガスの排出を減らすことができる

だけでなく、健康にもよいです。市民や事業者の皆様に、できる範囲で

自動車の使用を少なくすることを呼びかけていきます。

自動車ではなく鉄道やバス、自転車を使う！

遠い距離の場合は電車やバス、近い距離の場合は自転車や徒歩で移動する

と、温室効果ガスの排出を減らすことができます。市民や事業者の皆様に、

できる範囲で自動車の使用を少なくすることを呼びかけていきます。
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健康をポイントに換算するアプリを開発する！

歩くことでポイントがたまり、特典をもらえたり、ランキング

発表したりすると主体的な運動をうながすことができる。

ガソリン車ではなく、ハイブリッド車や電気自動車、

水素自動車に乗る！

水素ステーションをつくる！

水素自動車をつかう人が増えると思うから。

歩いて移動することは温室効果ガスの排出を減らすことができるだけ

でなく、健康にもよいです。市は、市民が自ら行う健康づくり活動の

一つとして歩くことをすすめています。休日に公園や河川敷などを歩

くだけでなく、通勤や通学など日常生活の中で歩くことが毎日の習慣

になれば、より良いと考えています。ご提案いただきましたアプリの

開発やポイントの活用については、ご意見として参考にさせていただ

きます。

電気自動車（EV）や燃料電池自動車（FCV）は走行中に二酸化炭素を排

出せず、ハイブリッド車（HV）は排出が少ないため、環境にやさしい

車です。日本でも、2030年代半ばにはすべての新車をFCV、EV又はHVに

する方向が示されました。本市でもその普及促進に努めていきます。

水素エネルギーは使用時に二酸化炭素を排出せず、再生可能エネル

ギーからの製造も可能であることから、国においても水素社会の実現

に向けた取組を行っています。水素ステーションは関西圏で16箇所

（2020年12月現在）とまだまだ設置が進んでいませんが、四大都市圏

を中心に今後、整備が拡大される方向ですので、宝塚市においても整

備が進むよう、国や県などと連携しながら取り組んでいきます。
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毎月２４日は、２４（にし）谷の物や宝塚でできたものを食べる！

宝塚でできた農産物を使った料理を市HP等に投稿して、三ツ星を

GETした人には、宝塚の名産がもらえるという企画。

・宝塚でできたものを食べることで、輸送コストが減る

・農業をはじめとした、地域経済が発展する

・農業が活性化し、宝塚の環境保全につながる

西谷地区の農産物は、小中学校の給食で利用されたり、スーパーでも

販売されていますが、実は生産量が充分ではありません。引き続き、

農家の方により多くの農産物を生産いただけるよう市役所も頑張りま

す。さらには市民の皆さまに「地元で採れた農産物は地元で消費する

（地産地消）」の意識を持っていただくことが大切です。また、地産

地消は、農作物を運ぶ距離が短くなり、コストが下がるとともに、輸

送に伴い排出される温室効果ガスも少なくなるというメリットもあり

ます。今回のご提案を参考にしながら、地産地消の推進と環境保全に

努めていきます。

阪急電車の、夜間の運行や競馬開催時の運行を削減する！その代

わり、競馬目当ての客は宝塚駅や逆瀬川駅からの自転車での来場

を推奨する。その場合、役所で貸し出し自転車等を「ほんの少し

高いけど、仁川まで電車で行くよりかは安い」ぐらいの値段で用

意する。

鉄道には公共性があり、生活環境に配慮し、ニーズに基づき運行されていま

すのでその削減は難しいと考えますが、鉄道事業者は走行や駅舎など事業の

省エネ化に取り組まれています。

自転車については、近年、都市部でシェアサイクルの参入が見られます。本

市においても機に応じて検討したいと考えています。

No.101
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市役所等の行政施設への出勤時、市内の職員は自転車を使う

ように推奨する！

現在でも講演会や研修を通じ、職員一人ひとりが環境問題に関心を持って業

務に従事することができるよう取り組んでいるところです。今後も、そのよ

うな機会を活用し、自転車など地球環境へ配慮した通勤方法の選択について

も、推奨していきます。

風力発電・太陽光発電を多くする！

宝塚市は、風の吹き方から風力発電には不向きですが、日照時間は多く、太

陽光発電には向いています。災害時での活用や電気自動車（EV）との相性の

良さを紹介するなどし、家庭や事業者などでさらに太陽光発電の設置が進む

よう取り組みます。

省エネを心がけて、必要でない電気は使わないようにする！使う

電気の量を減らす！電化製品の主電源を切る！

電化製品に応じて、使わないときはスイッチをオフにしたり、待機電力を減

らすためにコンセントからプラグを抜くと節電になります。見ないテレビは

消す、人のいない部屋の灯りを消すなどの実践は大事ですし、消費電力の大

きい古い冷蔵庫やエアコンの買い替えなども有効な節電方法の1つです。今

後も、広報誌や市ホームページなどを通じて家庭での節電ポイントの紹介に

ついて分かりやすい情報発信に努めていきます。
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電気代の領収書を市に提出し、ｘ円以下だったら抽選で、何かプレ

ゼントしたり、しせつの入場無料券を配る！

市役所の前に電気使用量が分かる電子看板を設置する！

エアコンを使わずにすずしくすごす工夫を考える！

（打ち水や窓を開ける）

少し、電気代を高くする！

電気を節約する人が増えると思う。

昨年度に、電気・ガスの使用量削減などの省エネ活動を報告した世帯に商品

券等をプレゼントする「省エネチャレンジたからづか」を実施しました。今

年度はコロナ禍で見送りましたが、来年度は状況に応じて方法を工夫し、実

施したいと考えています。

電気使用量の「見える化」は、省エネ意識を高め、節電に有効だと考えます。

市施設の電気設備の改修などの機会に検討します。

電気料金は、電気を安定的に供給するためにかかる費用を算定して決めるた

め、電気の消費量を抑えるための値上げは難しいと考えます。しかし、電気

使用のコスト意識を高めることは地球温暖化防止に有効だと考えますので、

広報誌や市ホームページなどを通じて情報発信に努めていきます。

エアコンを使わずに涼しく過ごす方法として、打ち水や換気、緑のカーテン、

涼しい場所での滞在などがあります。今後も、広報誌や市ホームページなど

を通じて分かりやすく役立つ情報発信に努めていきます。

No.26

No.35

No.36



市役所の前のフェンスで囲まれた空き地に太陽光発電や風力発電の

設備を整えたらいいと思う！

市役所前の空き地は、新庁舎の建設などに活用しますが、新庁舎の屋上に太陽

光発電設備を設置する予定です。

・せんぷう機やエアコンではなく、手動にする！

・火力はつでんをなくす！

・電気を使わない方法としてうちわも有効です。うちわの素材やデザイン、サイ

ズは豊富にありますし、自分でつくることもできます。熱中症など体調には気を

付けながら、楽しんで涼をとる暮らしを進めていきます。

・国は、2030年度までに石炭火力発電所を段階的に休廃止する方針です。この動

きを加速させるには、再生可能エネルギーの導入が進み、電気の安定的供給が確

立される必要があると考えます。

冷暖房の使用の抑制のためにカーテンや太陽光を取り入れて、冷暖

房に頼らなくても生活できる環境を作る工夫をする！

遮熱カーテンやすだれなどを取り入れた窓周りの工夫、採光や二重窓、壁の

断熱などのリフォームを行うと建物の省エネルギー性能が高まり、冷暖房の

使用の抑制につながります。そのような情報について、今後も広報誌や市

ホームページなどを通じて、分かりやすい情報発信に努めていきます。
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・市から家庭用太陽光発電の設置を推奨し、補助金を出す！

先がけとして、市の行政施設（ex.学校、市役所、警察署等）に太

陽光発電を設置し、電力の一部を賄う。

・クリーンセンターに、小規模の発電施設を増設させる！

煙突から出る煙でタービンを回し、電気を生み出して、その電力を

使ってクリーンセンターを運営する。

・エアコンの温度を低すぎたり高すぎたりしない！

・人のいない部屋は電気を消して電気を節約する！

ごみを出す量を最小限にするために、小さい子でも意味がわかるよ

うな、わかりやすいポスターをつくって、はる！

・太陽光発電設備単独の設置に対する補助金は考えていませんが、太陽光

発電などの再生可能エネルギーと壁・窓の断熱などの省エネルギーにより、

エネルギーの生産と消費がプラスマイナスゼロとなる「ネット・ゼロ・エ

ネルギー・ハウス」設置の補助金を検討しています。

現在、市の施設に22基の太陽光発電設備を設置していますが、新築や大規

模改修に合わせて、さらに設置を進めていきます。

・現在、クリーンセンターには発電設備があり、ごみ焼却時に発電を行っ

ていますが、今後、施設の老朽化に伴う建て替えを予定しており、その際

には現在より高効率な発電設備を導入したいと考えています。

・環境省は、室温の目安を冷房時28℃、暖房時20℃とし、その温度でも快適

に過ごせる服装や取組を促していますので、宝塚市でも広報誌や市ホーム

ページなどを通じて推奨していきます。

・人のいない部屋の灯りを消す、見ないテレビは消すなど省エネの意識やそ

の実践の積み重ねが大事ですので、より多くの人に広がるよう呼びかけます。

未来を担う子どもたちに、地球温暖化防止や環境への関心を持ってもらうこと

はとても重要だと考えます。分かりやすいポスターを作成のうえ、啓発に取り

組みます。
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子供でもゴミを減らしたくなるようなポスターやキャンペーンをつ

くったり、地球温暖化防止のためにできることについて、ポスター

を作ったりツイッターなどのインターネットにのせたりして伝えて

いく！

地球温暖化の原因のひとつ「温室効果ガス」は、動物の死骸など化

石燃料が燃焼することで発生します。動物の死骸を減らすために、

私たち宝塚市在住のキッズが、捨て犬・猫などをなくすようにうな

がすポスターを書く！

もえるごみに、リサイクルできるごみが入らないようにすることを

すすめるチラシを作ってくばってみたらいいと思う！

捨て犬や捨て猫などなくすように促すためのポスターを作成することは、動

物愛護の観点からも素晴らしいアイデアだと思います。なお、動物愛護に関

する業務は「兵庫県動物愛護センター」が行っていますので、HP等を参考に

してください。

皆さんにごみの分別をお知らせするチラシの作成はできていませんが、広報

誌などに載せたり、出し方分け方ハンドブックを作成しています。また、

「さんあ～る」というアプリを配信しごみの収集日や詳しい分別方法につい

てお知らせしています。今後も、様々な手段を通じて皆さんにごみの分別に

興味を持ってもらえるよう努めていきます。

ポスターは視覚に訴え、強い印象を残す力があります。効果的な啓発方法で

すので、今後、小中学生向けに、ごみの削減を含む地球温暖化防止に向けた

ポスターコンクールの実施を検討したいと思います。実施の際は、ぜひ参加

してください。また、コンクールの実施に合わせてキャンペーンを行い、作

品をホームページやＳＮＳで紹介するなど、広く情報発信したいと思います。

No.13，73
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No.57



水を大切にする！

シャワーを流しっぱなしにしない！

水を大切にすることは、水道水を作るために必要なエネルギーや温室効果ガ

スを減らすことにつながります。広報誌や市ホームページなどで節水の呼び

かけや浄水場見学などを通じて、限りある資源である水の大切さについての

情報発信に努め、水の無駄使いが減るよう取り組んでいきます。

家庭からの汚水（例：お皿洗いの際に出る洗剤入りの水が海に流れ

る）という問題から、食器用洗剤を改良して洗剤の有毒物質を少な

くし、地球環境にやさしいオーガニックのものから作る！

洗剤の中に無臭の魚のエサを入れて、海に流れても有毒物質がエサ

にかわっているので、私たちにとっても無害な環境に優しい洗剤を

作る！

最近では、環境にやさしい食器用洗剤の種類も豊富になってきており、泡立

ちや洗浄力も良くなってきています。人や社会、環境に配慮した消費行動を

「エシカル消費」と言います。エシカル消費が広まるよう取り組んでいきま

す。また、家庭などから出た汚水については、浄化処理をし、生物に影響が

ない状態にして河川や海へ放流しています。そのため、家庭から出る汚水が

直接川や海に流れることはないのでご安心ください。

植物を育て、緑を増やすことは、大気中の二酸化炭素を減らし、地球温暖化

の防止につながります。市では、令和２年に「宝塚おうち園芸」というイベ

ントで、自宅で簡単に植物を育てられるセットをプレゼントし、作り方の動

画も作成しました。学校やおうちの庭などで植物を育てることは、自分たち

の身近にある自然を大切にしようとする心を育むため、引き続き市民の皆さ

まに呼びかけていくとともに、園芸が有名な宝塚にもっと緑が増えるよう、

今後も色々なイベントを作っていきます。

植物を育てる！（学校やおうちの庭）

周りに植物を植える！

No.8，13

No.88

No.8，35



豊かな緑は二酸化炭素をたくさん吸収し、地球温暖化防止に貢献します。宝

塚市には、六甲や長尾などの山々や北部地域の丸山湿原など豊かで貴重な自

然がありますので、この環境を維持・保全できるよう取り組んでいきます。

緑を増やすことは、地球温暖化防止につながります。公園に花や緑

があふれると、地域の憩いや集いの場にもなりますので、引き続き

緑化に取り組んでいきます。また、毎年5月と11月に、地域の皆さん

と町をきれいにする「宝塚を美しくする市民運動」というイベント

を行っています。まちぐるみでの環境美化に取り組んでおり、これ

からも実施していきますので、ぜひ参加していただき、一緒に町を

きれいにしていただければ嬉しいです。

武庫川河川敷では、芝生がある場所でのスパイクの利用を禁止してい

ます。周知に努めるとともに、もしも、スパイクの利用を見られたと

きは、お知らせいただければ助かります。

山の木を切りたおさないようにして、緑などの自然を守り、豊かな

町づくりをする！

環境に配慮した公園づくりをたくさんして地域の緑化を図る！

市内の道路や用水路、側溝の雑草のかりとりやまちの清掃に力を入

れると、まちの景観向上、地球温暖化防止へつながる。

武庫川の河川敷では、サッカーをする人がスパイクをはいて

植物が傷つき、土がむき出しになっているので運動靴を履く

ように注意したり、スパイクでの立ち入りを禁止する！

No.9

No.12

No.57



新しく家を建てる時は、シンボルツリー及び、道路に接する部分の緑

化に努めていただけるよう、条例に基づくガイドラインを作成し、お

願いしています。引き続き、市民の皆さまに呼びかけていくとともに、

市内のさらなる緑化に取り組んでいきます。

新しく家を建てる時には必ず木を植えるという条例を作る！

私がおばあちゃんになっても、宝塚の町に緑がたくさんある

ようにしてほしい。

市内に植物を増やす！

植物を育て、緑を増やすことは、大気中の二酸化炭素を減らし、地球

温暖化の防止につながります。豊かな自然を守りながら、まちや身近

な場所にも緑があふれるよう取り組んでいきます。

スポーツセンターのグラウンドを人工芝にする！

人工芝にすることによって競技がやりづらくなってしまう場合や、維

持や管理に手間がかかることから人工芝にするのは難しいと考えてい

ますが、まちや身近な場所にも緑があふれるように取り組んでいきま

す。

「大きな建物等を建てる時には、一部に植物を残す」

等の緑化計画を行う！

大きな建築物を建てる場合は、その敷地内に緑地を設けるよう事業を

行う者に指導しています。必要な緑地面積は、条例で規模や用途によ

り基準が定められています。また、緑地を設けるにあたって、できる

だけ既存の樹木を残すようお願いしています。

No.66

No.73

No.78

No.104



マイバッグを利用する！

マイバッグを持ってお買い物をしてもらうとレジ袋を使わないですみ

ます。プラスチック類の使用量を減らすことができます。皆さんのご

協力をお願いするとともに、マイバッグの普及に努めていきます。

スーパーやコンビニの有料ポリ袋をバイオマス製の物に変

更し、紙袋にする！

家庭ごみを捨てる際のごみ袋を防水加工のついた紙袋に変

える！

ポリ袋はポリエチレンやポリプロピレンというプラスチックでできており、

プラスチックゴミを減らすために、昨年、プラスチック製レジ袋が有料化さ

れました。そのため、バイオマス（生物由来）素材の袋を配布する店もあり、

今後も広がると考えられます。また、市ではマイバッグの持参も推進してい

ます。なお、家庭ごみの袋は安全が確認できるように中身が見えるよう透明

か半透明のものを使うことになっています。

まちキョンのエコバッグを作り、販売する！

まちキョンを多くの人に知ってもらえるし、エコバッグを

持ち歩く人が増える。エコバッグの素材は、綿など天然素

材にする。

まちキョングッズの作成にあたり、今後の参考にさせていただきます。

普段からエコバッグを持ち歩くことで、プラスチック製の買い物袋の使用量

が減り、温室効果ガス排出量を減らすことができます。また、その素材が天

然素材であれば、そのエコバッグを廃棄する際の温室効果ガスも減らすこと

ができるので、二つの意味で良い取組です。この取組がもっと広がるよう、

エコバッグの持参を推進していきます。

No.8，11，
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市内のスーパーやコンビニで、買い物袋あるいは買い物か

ごの貸し出しを行う！

昨年、プラスチック製レジ袋が有料化され、マイバッグを持参する人がとて

も増えました。レジかごは市販されていて、マイバッグとして使う人も増え

ています。かごやレジ袋の貸出しも、レジ袋削減の有効な方法の1つですが、

コロナの影響で消毒を検討する必要があり、宝塚市は引き続きマイバッグの

持参を推進していきます。

ツイッターなどのSNSやインターネットで、地球温暖化防

止のための取り組みをのせる！

SNSやインターネットの活用は人に思いを伝える手段の一つとして非常に効果的な方

法だと考えます。地域エネルギー課では、市ホームページやフェイスブック、ユー

チューブを活用して、情報発信を行っているのでぜひ見てください。今後も、内容

の充実や他のアプリの活用の検討など、工夫して取り組んでいきます。

地球温暖化が進んだ未来を想定して、気温や太陽光を実際に体験した

り、地球温暖化によって破壊された自然の景色をVRなどで疑似体験で

きるような施設を作る！

見たり体感したりすることの経験は強いインパクトがあります。VR（バー

チャル・リアリティ）の技術は年々進歩し、用途も拡大していますので、今

後、地球温暖化防止のためのプログラムが開発されれば、活用して皆さんに

体験していただけるよう努めていきます。

No.96

No.13

No.84



プラスチックではなく、紙製のものを買う、使う！

世界的にプラスチックによる海洋汚染問題が注目され、大手飲食店でスト

ローをプラスチック製から紙製に変えるなど、プラスチックを減らす動きが

加速しています。クリーンセンターとしましては、プラスチックとともに紙

ごみも減らしていきたいと思っていますので、プラスチックも紙も繰り返し

使ったり、リサイクルしてもらったりしてごみの減量化に協力してほしいと

思っています。

No.11


