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(仮称)北区健康環境都市宣言（案）に関するパブリックコメント実施結果 

 

 ○案件名 

  (仮称)北区健康環境都市宣言（案） 

○意見提出期間 

平成１７年７月１日（金）～平成1７年７月２２日（金）まで 

○意見提出者数 

・提出者（団体）人数   ４５名

・提出方法別意見提出者数 

提出方法 人（団体）数  

窓 口 ０人 

電子メール １０人 

郵 送 ３０人 

ファクシミリ    ５人 

○意見総数 

      ８２件

 

(仮称)北区健康環境都市宣言（案）の各項目に対する意見と区の考え方以下のとおりです。 

 

※ 宣言案に対する意見                            ３３件 

 

◆宣言案全体に関する意見                           １０件

ＮＯ 意見の概要 件数 区の考え方 

1 文字が多すぎて読解に時間を要し

ます。なるべく簡潔明瞭にならない

か。 

2 なるべく簡潔明瞭な文章になるよう努力

しました。 

2 「健康」のため、行政が良好な環境

を保全することだとすれば、環境保

全宣言とすべき。 

1 区民意見公募手続、区議会からのご意見を

いただいたうえで、「元気環境共生都市宣

言」としました。 

3 子どもから高齢者までに良く解か

る目標を箇条書きにしたほうが良

い。 

（例）１ 緑と川と潤いとやすらぎ

のまち 

２ 風通しのあるまち、さわ

やかな子育てのまち 

３ みんな元気、快適な生活

環境、みんなで支援するまち

1 他の自治体の宣言文なども検討したうえ

で、箇条書きにせず、宣言文のようにさせ

ていただきました。 

4 環境と健康のつながりに無理を感

じる。別々の宣言にしたほうがよ

1 区では、健康と環境は相互にかかわりあう

ことが重要と考え、健康と環境を一体とし
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い。 た宣言とすることにしました。 

5 すべて「当たり前」のことを高らか

に歌い上げているように感じる。こ

んなことを宣言しなくてはならな

いのでしょうか？宣言自体の必要

性を考えてしまう。 

1 宣言をすることによって、区民と区、地域

が一体となって、取り組むことを確認しあ

うものと考えています。 

6 「都市宣言」より「区民宣言」のほ

うが区民に親しみがある。 

1 検討させていただきましたが、北区基本構

想に掲げる「環境共生都市の実現」「健や

かに安心して暮らせるまち北区」の実現を

めざす観点から、「都市宣言」とさせてい

ただきました。 

7 案は立派ですが、区議の意見は入っ

ているのか。 

1 区民公募手続きの後、区議会各会派よりご

意見をいただき、「宣言文」とさせていた

だきました 

8 あまり色々な事を盛り込まないで

簡潔に具体的な宣言としたほうが

良い。 

1 なるべく簡潔明瞭な文章になるよう努力

しました。 

9 宣言そのものは戦略として正しい

だけ。行政が区民に何を約束するの

かはっきりさせていただきたい。 

1 区民と区、地域が一体となって、豊かで健

康に暮らし続けることができ、すべての息

づくものが共生できる環境をめざして取

り組むことを宣言するものと考えていま

す。 

 

◆第1段落 

北区は、豊かな歴史と文化遺産を持ち、飛鳥山の桜や荒川の水辺空間など、みどりとうるおい

があり、人と人が支えあう、思いやりと活気があるまちです。           ６件

NO 意見の概要 件数 区の考え方 

11 「豊かな歴史と文化遺産」「思いや

りと活気のあるまち」どこと比較し

ているのか。区行政ではそう理解し

ているのですか。 

1 北区は、都市部にあって、北区は豊かな歴

史、文化遺産があります。 

ご意見をいただき、宣言文のとおり修正さ

せていただきました。 

12 (修正案)活気がある → 活気あ

ふるる 

1 ご意見をいただき、宣言文のとおり修正さ

せていただきました。 

13 目標としては良いのだが「活気があ

るまち」であることの理由が不明確

なので唐突な感じがある。 

1 ご意見をいただき、宣言文のとおり修正さ

せていただきました。 

14 (修正案)活気があるまちです→活

気がある良いまちです 

1 ご意見をいただき、宣言文のとおり修正さ

せていただきました。 

15 「・・・思いやりと活気があるまち

です」と断定してよいのでしょう

か。それに努める、という表現のほ

1 ご意見をいただき、宣言文のとおり修正さ

せていただきました。 
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うが適切と思う。 

16 (修正案)～思いやりと活気がある

まちです。一方、豊島のダイオキシ

ン汚染に象徴される「負」の部分も

抱えていることも否めません。 

1 大気汚染、騒音、土壌汚染等の現状を、三

段目で「身近にある環境問題」として表現

しました。 

 

◆第2段落 

良好な自然環境の中で、心ゆたかに元気で快適な生活を送ることは、北区民すべての願いである

とともに、それを未来の子どもたちへと継承する責任があります。         4件

NO 意見の概要 件数 区の考え方 

17 「良好な自然環境・・・」の文言は、

「将来にわたり、今より環境を改善

し・・・」を意味するとすれば、弱

い。 

1 宣言文のとおり修正させていただきまし

た。 

18 良好な自然環境の中で→良い自然

環境の中で 

1 宣言文のとおりとさせていただきました。

19 継承する→私たちができることは、

未来の子どもたちにこのよい環境

を伝えていくことです 

1 宣言文のとおりとさせていただきました。

20 短い文章の中で「子どもたちへと継

承」「次の世代に伝え」「将来にわた

って」と重複感がある。 

1 重複する文言については、整理させていた

だきました。 

 

◆第3段落 

区民一人ひとりが「健康地球市民」として、将来にわたって地球環境に負担をかけない生活を実

践し、子どもから高齢者までみんなの力を合わせて健康づくりに努めます。     ６件

NO 意見の概要 件数 区の考え方 

21 (修正案)負担をかけない → やさ

しい（あるいは配慮した） 

1 宣言文のとおり修正させていただきまし

た。 

22 (修正案)みんなの → 一人ひとり

の 

1 宣言文のとおりとさせていただきました。

23 「健康地球市民」というのは、大げ

さな気がします。「健康北区市民」と

いうことで、世代を超えた、多くの

人が地道な活動を決意し、実行する

ことが大切ではないでしょうか。 

2 宣言文のとおり修正させていただきまし

た。 

24 (修正案)健康地球市民 → 世界の

一員 

1 宣言文のとおり修正させていただきまし

た。 

25 (修正案)一人ひとりが「健康区民」

として、将来にわたって環境に負荷

をかけない生活を実践し、子どもか

1 宣言文のとおり修正させていただきまし

た。 
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ら高齢者までみんなの力を合わせて

北区の生活環境を改善すると共に、

健康づくりに努めます。 

 

◆第4段落 

私たちは、恵まれた環境を次の世代に伝え、誇りと愛着をもっていきいきと健康に住み続けるこ

とができる、いのちあふれるまち、北区が健康環境都市であることを宣言します。  ７件

ＮＯ 意見の概要 件数 区の考え方 

26 「私たちは、」から「宣言します」

までの文章は、主語と述語の関係が

入り組んでいてややすっきりしな

い。 

1 宣言文のとおり修正させていただきまし

た。 

27 (修正案)健康に → 健康で安心

して 

1 宣言文のとおりとさせていただきました。

28 現在の環境が恵まれた環境でなく、

良い環境へすることを宣言文に織

り込んでもらいたい。（例）恵まれ

た環境を次の世代に伝え→恵まれ

た環境づくりを次の世代に伝え 

1 宣言文のとおり修正させていただきまし

た。 

29 「北区が健康環境都市づくりをす

すめることを宣言します」というほ

うが行政の目的が明確です。 

1 区民と区、地域が一体となって、取り組む

宣言であると考えています。 

30 「誇りと愛着」は、必要ない。この

宣言が実践されれば、区民から自然

にわいてくるもの。 

1 宣言文のとおり修正させていただきまし

た。 

31 「北区が健康環境都市であること

を宣言します」と結ばれています

が、「健康環境都市を目指して区民

と区が一体になって取り組んでい

くことを宣言します」という意気込

みがほしいと思います。 

1 宣言文のとおり修正させていただきまし

た。 

32 (修正案)～いのちあふれるまちと

なるよう、北区を健康環境都市とす

ることを宣言します。 

1 宣言文のとおりとさせていただきました。

 

※ 北区健康都市宣言に関する懇談会意見、環境基本計画策定検討会答申に関する意見   １９件 

 

◆北区健康都市宣言に関する懇談会意見に関する意見                   ８件

ＮＯ 意見の概要 件数 区の考え方 

1 区民・区・事業者一体となった健康

づくりにより、皆元気なまちにして

2 区民の声やアイデアを出し合い、地域全体

で活発な健康づくり活動を展開します。 
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ほしい。 

2 健康につながるセミナーは、区民の

意識を高めることになる。それによ

り、高齢者が元気で生活でき、介護

保険などにもしわ寄せが少なくな

っていくと思う。 

1 講演会や講座だけでなく、ともに実践でき

る啓発活動を行い、意識を高めあっていき

ます。 

3 実のある「食育」をぜひ組み入れて

いただきたい。 

2 食育推進事業を計画的に進めて行きます。

4 少子高齢化への取り組み、健康寿命

の延伸を目指してがんばるという

意気込みがあまり感じられません。

1 健康づくりの事業を積極的に展開してい

きます。 

5 高齢であっても、障害があっても、

一人ひとりが生き生きと住み慣れ

た場所に住み続けられるように自

分が望むサポートが受けられるこ

とが大切。「健康都市」という中に、

そういう視点も盛り込んでほしい。

1 互いに支援しあえる仕組みづくりが重要

であり、区民と区、地域が一体となって取

り組んでいくことを盛り込みました。 

6 区民バリアフリー空間（年齢、性別、

身分等の隔たりがない空間）で、自

由なコミュニケーションのもと、お

互いに協力し、お互いに助け合え

る、社会的な健康面も表現できれば

と思います。 

1 互いに支援しあえる仕組みづくりが重要

です。区民と区、地域が一体となって取り

組んでいくことが重要であると考えてい

ます。 

 

◆北区環境基本計画策定検討会答申に関する意見                   １１件

ＮＯ 意見の概要 件数 区の考え方 

7 今、世界に広がりを見る「もったい

ない」をとり上げてはいかがでしょ

うか。 

1 講演会など、個別施策の中で取り上げてい

きたいと思います。 

8 「一人ひとりが環境行動の主役で

ある」・・簡単のようで難しいこと

です。 

1 環境行動・配慮を実践する人づくり、協働

による環境保全の取り組みの仕組みづく

りに努めてまいります。 

9 環境共生都市というのは固い表現

なので「エコシティ」のような親し

みやすいものが良い。 

1 「環境共生都市」は、北区基本構想に掲げ

る理念の一つです。ご意見は、今後の参考

とさせていただきます。 

10 北区は緑の多い、歴史・文化遺産が

ある都市です。それらを守り続けて

いくことが私たち区民が生活して

いくうえで大切なことだと思う。 

1 区民と区・事業者、地域などが一体となっ

て取り組んでいきたいと考えます。 

11 「北区は緑が豊かである」どれくら 2 北区の緑被率は15.2%で23区で14番目で
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い豊かなのか他の区と比較して満

足すべき水準にあるのかデータを

示していただきたい。 

すが、河川沿い、飛鳥山公園等、区民の憩

いの場に豊富な緑があり、実感として「緑

が豊か」と感じることができると考えてい

ます。 

12 環境破壊への危機感、高齢化が進

み、人口減社会への危機感、それら

に対応していくには、区民一人ひと

りの未来に向けた取組が不可欠で

す。 

1 区民一人ひとりの取り組みのために、環境

情報の提供、環境学習拠点の確保など「北

区環境基本計画」に基づき、施策を展開し

ていきます。 

13 本宣言案は、北区の現状が「良好な」

「恵まれた」環境にあり、現状の環

境を未来に継承するという基調に

なっている。しかし、豊島のダイオ

キシン汚染や浮間のボーリング火

災事故を始め、幹線道路での大気汚

染・騒音、河川の水質汚濁等、相当

多くの環境問題を抱えていること

も事実であり、とても健康環境都市

といえる状況にはない。 

2 ご意見として承ります。 

14 北区は、生態系の破壊をかろうじて

まぬがれており、自然と共生する環

境を維持している。区民一人ひとり

が、自然との共生（21 世紀は水と

食料問題が最重要テーマ）を目指す

ためにも「都市と農村をつなぐプロ

デューサー」の項目を入れたらいか

がか。 

1 環境破壊、地球温暖化などにより、21 世

紀は水と食糧が重要な問題であることは

認識しております。「都市と農村をつなぐ

プロデューサー」については、今後の検討

課題とさせていただきます。 

なお、北区は、全国に先駆けて学校給食

コンポストを循環させる「食の交流事業」

を実施しています。 

15 環境共生都市という言葉で、どれだ

けの区民が具体的なイメージをも

つことができるかという点が気に

なる。 

1 「環境共生都市」とは、現在及び将来のす

べての区民が、健康で快適な生活をおくこ

とができる都市であるというイメージを

機会あるごとに発信していきます。 

 

※ 案とは直接関係がない意見・要望                         ３０件 

 

◆健康施策に関すること                               ７件

ＮＯ 意見の概要 件数 区の考え方 

1 医療費軽減施策の充実を望む。 1 ご意見として承ります。 

2 「元気でいきいき健康づくり」のた

めに、高齢者・身障者を支える施策

の充実、皆が気軽に参加できる健康

3 様々な課題に対し、それぞれに焦点を当て

た施策を充実するとともに、総合的な視野

で取り組みます。 
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づくりなど総合的な対策が必要。 

3 高齢者転倒予防体操などに出かけ

てこられない高齢者が大勢いると

思うので、どうしたら参加できるか

もう一歩踏み出して考えていくべ

き。 

1 今後、介護予防事業の推進に取り組む中

で、閉じこもり予防等に有効な手立てを検

討していきます。 

4 区として出来るだけ広い地域でス

ポーツ教室を開催していただきた

い。健康診断も通知制とかにしてた

くさんの人に受診するよう推奨し

たらいかがか。 

1 ご意見として承ります。 

5 健康寿命延伸・・高齢者対策、もっ

と老若男女を交えた運動を。 

1 区民一人ひとりが、健康づくりに取り組む

ための啓発活動や、事業を積極的に推進し

ます。 

 

◆環境施策に関すること                              １７件

ＮＯ 意見の概要 件数 区の考え方 

6 駅周辺のごみ、タバコのポイ捨て、

放置自転車の撤去対策を根気よく

やること。 

1 タバコのポイ捨て防止キャンペーン、放置

自転車対策など、各施策の中で実施してい

ます。 

7 私たちの日常生活の中で、身近な問

題としての環境衛生、きれいなまち

づくりを住民が意識を持って実行

する組織作り等の支援が必要。 

1 「北区環境基本計画」の中で、自主的な活

動の促進を支援していきます。 

8 北区の誇れる環境を区民が自覚し、

大切にする意識作りが必要。 

1 講演会、環境学習などの機会をとらえ、意

識作りに務めていきます。 

9 道路の排ガス、旧工場のダイオキシ

ン、アスベスト問題など現在抱えて

いる問題を徹底調査することに重

点をおくべき。 

4 関係法令、東京都環境確保条例などに基づ

き、適正に対処していきます。 

10 各区それぞれ公園、木々などはある

が、湧水が豊富に出ている区はあま

りないと思う。大切にしたい。 

1 広報紙、ホームページなどを通して、北区

の湧水についてPRしていきます。 

11 ごみ問題解決のためには、ごみの出

し方など、一人ひとりのモラルが問

われる。環境といっても、まず一人

ひとりの気遣いで町もきれいにな

る。買い物袋有料化、ごみ区分の徹

底、生ごみ処理機の助成金、などを

要望する。 

2 ご意見として承ります。 

12 道端にプランタ等を置く、公共施 5 区民と協働して、民間緑化を一層推進しま
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設、区役所、民間ビル等の屋上緑化、

街路にイチョウ・ケヤキ並木を、な

ど区を花・木でいっぱいに。 

す。 

13 大気・水の汚染・温暖化等々環境問

題は生命の存続にかかわることで、

一人ひとりの努力もさることなが

ら、地球規模で取り組む早急な課題

です。北区からも機会あるごとに環

境問題を発信していただきたい。 

1 講演会、環境学習、広報紙、ホームページ

などを通してなど、あらゆる機会を通して

環境問題を発信していきます。 

14 緑地ときれいな水の確保だけは最

優先にしなければならない施策で

ある。 

1 区民と協働して、緑地ときれいな水の確保

を推進します。 

 

◆その他                                      ６件

ＮＯ 意見の概要 件数 区の考え方 

15 北区の基本目標に『ありがとうの感

謝がいえる健康なまちづくり』を追

加したらいかがか。 

1 今後の参考にさせていただきます。 

16 子どもたちを健やかに育てるため

の環境づくりとして、半強制的に田

舎暮らしを体験させ、身体を動かす

ことの大切さを実感させることが

必要では。 

1 今後の参考にさせていただきます。 

17 自然を育む、土と触れ合う等々、小

中学生の授業に具体的に取り入れ

るべき。美しい北区は教育の場で実

現させていくことが重要。 

2 学校における環境学習の中で、取り組んで

いる学校が増えています。 

18 道路を車や自転車などの車両を気

にすることなくすごせ、遊べる場所

として考えるのではなくパブリッ

クな場所として有効に使えないで

しょうか？バリアフリー化を進め

るべき。 

2 北区基本計画の中で、体系的な道路ネット

ワークを整備するとともに、快適な歩行者

空間を確保します。 

 


