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2 検討経緯 
 
年度 月日 関連事項 備考 

６月６日 こまつ環境プラン 
市民会議発足 

・地域性などを考慮し、25 人を委員に選定
・自然・生活・地球の３部会で活動開始 
・市内の環境視察（リサイクル施設、木場

潟など）、フィ－ルドワ－クを中心に望ま
しい環境のあり方についての研修 

６月 「ふるさと環境探検隊」
事業依頼 

・対象：市内各小学校（25 校） 
・「いつまでも残しておきたい地域の自然や

風景(３点)」、「今は良くないが工夫すれ
ばもっと良くなる環境(２点)」を調査 

９月 環境セミナ－ 
・テ－マ：「地球温暖化防止」 
・参加者：120 人 

11 月～３月 「環境講座」開講 

・委員が講師になり、市民参加で８回開催
・テ－マ「環境白書を読み解く」、「循環型

社会形成への提言」、「リサイクルの現状
と今後」、「エネルギ－問題」など 

２月 12 日 運営委員会 ・検討体制、検討フロ－について 

２月 19 日 運営委員会 
・プランの概要について 
・市民会議の進め方 

２月 20 日 第１回 
小松市環境審議会 

・小松市の環境について 
・「（仮称）こまつ環境プラン」の考え方と

策定スケジュ－ルについて 
・容器包装分別・リサイクルプラザについて 

２月 26 日 庁内調整会議 
・「こまつ環境プラン」の基本的な考え方 
・各課の環境に関する取り組み・考え方 

３月 ふるさと環境探検隊調査
票回収 

・対象：小松市内小学校 25 校 
・調査期間：平成 14 年５月～平成 15 年３月 

平 

成 

14 

年 

度 

３月 14 日 運営委員会 
・各部会の報告 
・今後の予定 

４月 23 日 運営委員会 ・理念・方針等について各部会の状況報告

５月 中高生地球温暖化行動意
識調査実施 

・環境に関する授業 
・家での環境にやさしい取り組み 
・環境を守るために市・事業所がすべきこと 

５月 14 日 運営委員会 
・広報・一般抽出用アンケ－トについて 
・各課ヒアリングについて 
・次会市民全体会議について 

５月 27 日 市民全体会議 
・各課ヒアリングについて 
・施策の体系について 

５月 29 日 名古屋市視察 
・ごみの減量化について 
・名古屋市環境基本計画について 
・環境首都コンテストについて 

６月 こまつ環境プラン 
ホ－ムペ－ジ開設 

・プランの概要、スケジュ－ル 
・ふるさと環境探検隊調査結果 
・ご意見、ご感想 

６月 広報こまつ６月号 
に環境特集掲載 ・「こまつ環境プラン」づくりについて 

平 

成 

15 

年 

度 

６月 
広報掲載用 
市民意識調査実施 

・関心のある環境問題 
・環境を守るための取り組み 

 102
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年度 月日 関連事項 備考 

６月 
一般抽出用 
市民意識調査実施 

・家庭での取り組み 
・現在の環境に対する満足度 
・環境を守るための地域活動への参加について

６月 19 日～
８月 28 日 

各課ヒアリング 
・市民会議と市関係各課との意見交流会 
・28 課 

７月 11 日 市民環境セミナ－ 
・テ－マ「これからの地球と子供たちへ」
・講師 環境ジャ－ナリスト 枝廣淳子氏
・250 人参加 

９月 市民会議３部会 
・プランの基本目標、基本施策、具体施策

について協議 

事業所環境セミナ－ 

・テ－マ「今、求められている環境ビジネス」
・講師 環境ジャ－ナリスト 枝廣淳子氏
・80 人参加 
・事業者環境意識行動調査※実施 ９月 25 日 

事業者環境意識行動調査
※実施 

・廃棄物処理について困ること 
・取り組みの際の問題点 
・重点的に進めて欲しい施策 

10 月 市民会議３部会 ・プランのリ－ディングの検討に入る 

10 月 21 日 市議会へ経過報告 
・市議会経済環境務常任委員会でプランの

進捗状況を報告 

10 月 27 日 市民全体会議 
・重点プロジェクトについて 
・環境フォ－ラムについて 

11 月２日 環境フェスタ 
・木場潟環境フォ－ラム 輝け！水郷の里
「笑顔で考える COD 高座」講師 林家染二氏 
・ふるさと環境探検隊の発表    など

11 月 13 日 上越市視察 
・地球環境都市上越市の環境行政について
・３部会ごとに関係課との意見交流会 

11 月 20 日 
第２回 
小松市環境審議会 

・騒音・振動規制地域及び騒音に係る環境
基準の類型当てはめの見直し 

・プラン進捗状況についての中間報告会 

11 月 20 日 
環境フォ－ラム 
（中間報告会） 

・市民部会経過報告 
・各部会中間発表 

11 月 25 日 庁内調整会議 ・「こまつ環境プラン」の中間報告 

12 月 15 日 市議会へ経過報告 
・市議会経済環境務常任委員会でプランの

進捗状況を報告 

12 月１日～ 
市関係各課とのヒアリン
グ開催 

・市関係各課（28 課）とプランの調整・ヒ
アリング開催 

12 月 意見交流会 

・16 日、加賀森林組合、JA 小松市 
・18 日、小松商工会議所 
・26 日、まちづくり「ファッションタウン

協議会」 

12 月 市民会議３部会 
・審議会、市民との中間報告、市関係課ヒ

アリングをふまえた最終的なプランの体
系づくり 

１月７日 ３役ヒアリング ・市民会議３部会の最終施策体系について

１月 19 日 運営会議 
・重点プロジェクト、理念、キャッチフレ

－ズの確認 

１月 27 日 市民全体会議 
・重点プロジェクト、理念、キャッチフレ

－ズの報告と微調整 
・プランの最終確認 

１月 30 日 庁内関係各課調整会議 ・施策内容、スケジュ－ルの確認 

２月５日 
第３回 
小松市環境審議会 

・プラン内容の最終審議 

 

２月 26 日 答申  
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3 委 員 名 簿  

 
（1）小松市環境審議会 

■１号委員（学識経験者） 

氏 名 備 考 

勝木 育夫 小松市医師会 副会長 

河越 清次 小松商工会議所 副会長 

相内  信 小松短期大学 教授 

宮岸 和弘 小松青年会議所 まちづくり交流委員長 

中谷 純子 小松市校下女性協議会 会長 

寺西裕美子 小松市校下女性協議会 環境安全委員長 

正木 謙二 石川県薬剤師会小松能美支部 支部長 

古田 政敏 連合石川小松能美地域協議会 議長 

庭田 茂男 小松能美勤労協単組協議会 議長 

北  清種 木場潟を美しくする会 会長 

田中 孝子 コ－プいしかわ 常任理事 

三津野真澄 ア－スディこまつ 代表 

大田壽美江 小松市廃棄物減量等推進員 代表 

 

■２号委員（関係行政機関の職員） 

氏 名 備 考 

道場 克信 金沢地方法務局小松支局 支局長 

横  信一 小松労働基準監督署 署長 

伊川あけみ 石川県南加賀保険福祉センタ－ 所長 

 

 104



第９章.計画策定経緯【計画編】 
 

 

（2）市民会議  

■自然環境部会                       ◎部会長、○会長 

氏 名 備 考 

◎日野 理雄 小松市大領町 

○長野 守充 小松市上本折町 

山田 幸雄 小松市荒木田町 

久志野綱枝 小松市材木町 

通次 桂子 小松市松任町 

荒井美代子 小松市白江町 

土田  準 小松市向本折町 

田中加代枝 小松市三谷町 

宮田 辰也 小松市城北町 

 

■生活環境部会                       ◎部会長、○会長 

氏 名 備 考 

◎栄  重光 松任市 

高山  章 小松市粟津町 

西田恵美子 小松市矢田町 

半田 壹生 小松市八日市町 

山田 裕子 寺井町 

若林 晶子 小松市福乃宮町 

辻  早苗 小松市向本折町 

 

■地球環境部会                       ◎部会長、○会長 

氏 名 備 考 

◎久保信二郎 寺井町 

○三津野真澄 小松市国府台 

竹田 勝恵 小松市丸の内町 

山多  宏 小松市下牧町 

和田  学 小松市土居原町 

川腰 栄一 小松市育成町 
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