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見直しにあたって 

 

 この環境基本計画は、島本町の豊かな自然や生活環境を次世代に引き継いで

いくため、住民・事業者・町という各主体の具体的な行動を促す計画として、

平成 26 年に策定しました。策定にあたっては、住民・事業者・町で組織する

「しまもと環境住民会議」で検討され、学識経験者等で組織する環境保全審議

会で審議をいただいており、各主体の意見が反映されたものとなっています。 

 

 策定から５年が経過し、世界の環境情勢にも変化が生じており、地球温暖化※

などの地球規模の環境問題が大きく取り上げられています。私たちが今のまま

の生活を続けていけば地球は限界を迎えてしまうと言われており、国連では持

続可能な開発目標（SDGｓ）※が提唱されています。 

 このような情勢の変化を鑑み、計画の中間見直しを行いました。 

町は今後も環境施策を推進してまいりますので、住民・事業者のみなさまに

おかれましても、環境配慮行動の実践など、ご支援とご協力をよろしくお願い

申しあげます。 

 

令和２年  月 

島本町長 山田 紘平 
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コメントの追加  [野口1]: 目次を簡略化しました。 

（節以下を削除） 

 

当初策定時のコラムを全削除しました。 





 

1 

 

 

 

 

 

 

第 １ 章 計画の基本的事項 

 

 

 

 

第１節 計画見直しの背景と目的 

第２節 計画の位置づけ 

第３節 計画の役割 

第４節 計画の期間 

第５節 計画の対象範囲 

第６節 計画の構成 
 

コメントの追加  [野口2]: 第１節「計画策定の背景

と目的」を「計画見直しの背景と目的」に変更し

ました。 

また、第２節「計画策定までの流れ」を削除しま

した。 
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第１節 計画見直しの背景と目的 

本計画は、平成 26 年に島本町（以下「本町」といいます。）のかけがえのない自然環境

を大切に保全し、次世代に引き継いでいくための行政の基本指針として策定されました。 

 その後、策定から世界の環境情勢は大きく変化しました。地球規模の環境の危機を反映

し、持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）を掲げる「持続可能な開発のための 2030 アジェン

ダ」や「パリ協定」の採択など国際的な合意がなされ、世界が脱炭素社会に向けて大きく

舵を切り、新たな文明社会を目指し、大きく考え方を転換（パラダイムシフト）していく

時に来ているものと考えます。国の「第五次環境基本計画※」においては、各地域がその

特性・地域資源を活かした自立・分散型社会を形成し、地域同士が補完し支え合う「地域

循環共生圏」を創造し、持続可能な循環共生型社会を実現することが目指すべき社会の姿

とされています。 

 近年、海洋プラスチックごみ問題が表面化し、マイクロプラスチックによる生態系※へ

の影響が懸念されています。G20 大阪サミットでは、海洋プラスチックごみによる新た

な汚染を 2050 年までにゼロにすることを目指す「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」

が共有されました。私たちが日常生活を営むうえで、プラスチックはその機能性や経済性

から無くてはならない存在になっていますが、適正に処理されないプラスチックがゼロと

なるよう、本町では令和元年に「しまもとプラスチックスマート宣言」を行いました。  

 また、本町の豊かな環境とにぎわいのある活動を未来につなげることを目的に、住民団

体である「しまもと環境・未来ネット」が設立され、様々な環境活動に取り組んでいます。 

 これらを受け、本町でも持続可能な環境・経済・社会の実現に向け環境施策を今後も進

めるために、見直しを行いました。 

 なお、今回の見直しから、方針毎に関連する SDGｓのアイコン及び内容を参考表示し

ています。 

 

コメントの追加  [野口3]: 内容全面改稿しました。 

次ページにコラムとして SDGｓの説明を追加し

ました。 
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 コラム【SDGs（持続可能な開発目標）】 

SDGs（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）とは、2015 年 9

月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」にて記載さ

れた 2016 年から 2030 年までの国際目標です。 

持続可能な世界を実現するための 17 のゴール（目標）・169 のターゲット（具体的な目

標）から構成されています。  

 

 SDGs の 17 のゴール   

１ あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる  

２ 飢餓を終わらせ、食糧安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能な農業を促進する  

３ あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する  

４ すべての人々への包摂的かつ公正な質の高い教育を提供し、  

  生涯学習の機会を促進する  

５ ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の能力強化を行う  

６ すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する  

７ すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへのアクセスを  

  確保する 

８ 包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用と  

  働きがいのある人間らしい雇用（ディーセント・ワーク）を促進する  

９ 強靭（レジリエント）なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進及び  

  イノベーションの推進を図る  

10 各国内及び各国間の不平等を是正する  

11 包摂的で安全かつ強靭（レジリエント）で持続可能な都市及び人間居住を実現する  

12 持続可能な生産消費形態を確保する  

13 気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる  

14 持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する  

15 陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林の経営、砂漠化  

  への対処、ならびに土地の劣化の阻止・回復及び生物多様性※の損失を阻止する  

16 持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべての人々に司法への  

  アクセスを提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度  

  を構築する 

17 持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを  

  活性化する 
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第２節 計画の位置づけ 

 本計画は、「島本町総合計画」のうち、環境に関連する分野を体系化し、具体化するもの

であり、町の関連計画の環境保全に関する施策との整合を図ります。また、環境基本法に

基づき、国の「環境基本計画」や大阪府の「大阪 21 世紀の新環境総合計画」に則して策

定しました。 

 

■ 上位計画等 

 （国） ・環境基本法  ・第五次環境基本計画 

 （府） ・大阪府環境基本条例 ・大阪 21 世紀の新環境総合計画 

 （町） ・第五次島本町総合計画 

 

■ 関連計画 

 （町） ・島本町都市計画マスタープラン  ・島本町一般廃棄物処理基本計画※  

     ・島本町森林整備計画  ・島本町地球温暖化対策実行計画 

     ・島本町生物多様性保全・創出ガイドラインなど 

 

コメントの追加  [野口4]: 位置づけの図を削除し

ました。 

関連計画を更新しました。 

環境基本法の抜粋を削除しました。 
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第３節 計画の役割 

本計画の役割は次の５点とします。 

①本町の環境の保全に関する中長期的な目標と施策の基本的な方向を明らかにするた

めの指針 

②環境の保全に関する計画や諸施策を統合化・体系化することで有機的連携を促し、環

境行政の計画的かつ総合的な推進を可能にするための指針  

③住民や事業者に期待される取組を明確化し、それぞれの役割分担及び協働のもと、環

境の保全に関する施策を推進するための指針  

④緊急性・重要性の高い課題に対する取組として、重点プロジェクトを示し、環境保全

に関する具体的な行動を明らかにする計画 

⑤計画の着実な推進を図るため、環境の保全に関連する諸施策の実施状況や目標達成状

況など進行管理方策及び推進体制を明示 

 

 

第４節 計画の期間 

 本計画の目標年度は令和 6 年度（2024 年度）とし、計画期間は平成 27 年度（2015

年度）から令和 6 年度（2024 年度）までの 10 年間としています。 

また、計画策定の 5 年後に当たる中間年度（令和元年度）に、本町を取り巻く環境・社

会状況の変化、科学・技術の進展などを踏まえ、計画の進捗状況（毎年点検）を評価し、

その結果を基に必要に応じて計画内容の見直しを行いました。 

 

■計画の期間 
計画 
周知 

計画期間 

H26 
2014 

H27 
2015 

H28 
2016 

H29 
2017 

H30 
2018 

R1 
2019 

R2 
2020 

R3 
2021 

R4 
2022 

R5 
2023 

R6 
2024 

▲ 
策定 
年度 

△ 
点検 

△ 
点検 

△ 
点検 

△ 
点検 

▲ 
中間
年度 

△ 
点検 

△ 
点検 

△ 
点検 

△ 
点検 

▲ 
目標 
年度 

 

 

（評価・見直し） 
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第５節 計画の対象範囲 

１ 対象地域  

本計画の対象地域は、本町全域とします。ただし、町域を越えて取り組む必要性がある

課題については、周辺地域を含めた広域連携のもとでの解決に努めます。 

 

２ 対象とする環境の範囲  

本計画の対象とする環境の範囲は、次のとおりとします。  

■対象とする環境の範囲 

環境学習 以下の各環境に対する住民・事業者・町の具体的な学習や行動 

自然共生社会 森林、農地、生物多様性の保全など自然との共生を目指した社会 

低炭素社会※ 省エネルギー※、再生可能エネルギー※の推進により、温室効果ガス※の

排出を抑え、低炭素を目指した社会 

循環型社会※ 廃棄物の減量、リサイクル※の推進などにより、天然資源の消費を抑制し、

環境への負荷ができる限り低減される社会  

生活環境 大気環境、水環境、騒音※・振動、化学物質等の生活に関する環境 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 対象主体 

 本計画の対象主体は、住民・事業者・町とします。なお、住民には個人のほか活動団体

も含みます。 

循環型社会 

天然資源の消費を抑

制し、環境への負荷

ができる限り低減さ

れる社会 

低炭素社会 

温室効果ガスの排

出を抑え、低炭素

を目指した社会 

 

生活環境 

大気環境、水環境、騒音・振動、化学物質等  

環境学習 

各環境に対する住

民・事業者・町の具

体的な学習や行動 

自然共生社会 

自然との共生を目指した社会 
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第６節 計画の構成 

本計画ではアンケート・ヒアリング調査等より把握した本町の環境の現状と課題を踏ま

え、計画の基本的事項のもと、「島本町が目指す環境像」と基本方針を設定し、各主体が行

う取組み及び重点プロジェクト、それらを実施していくための推進体制を示します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 計画の基本的事項 

第２章 島本町が目指す環境像と基本方針 

■島本町が目指す環境像 

ひと まち しぜんの 三川合流 しまもと 

■基本方針 

１ かしこくなろう！全員参加のまちづくり（環境学習） 

２ 守り活かす！しまもとの自然と共に暮らすまちづくり（自然共生社会） 

３ 出来ることからはじめよう！地球にやさしいまちづくり（低炭素社会） 

４ みんなでやろう！資源が循環するまちづくり（循環型社会） 

５ 健やかに暮らそう！安全・安心のまちづくり（生活環境の保全）  

第３章 施策の展開 

■基本方針→■基本施策→■各主体の取組み 

第４章 重点プロジェクト 

１ かしこくなろう！全員参加プロジェクト 

２ 守りたい！しまもとの水プロジェクト 

３ 活かしたい！しまもとの緑プロジェクト 

第５章 計画の推進 

■推進体制 ■進行管理 ■財源の確保 

４ しまもとで出来る！再生可能エネルギープロジェクト 

■背景と目的 ■策定までの流れ ■位置づけ ■役割 ■期間 ■対象範囲 

５ みんなでやろう！ごみダイエットプロジェクト 
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第 ２ 章  島本町が目指す環境像と基本方針 

 

 

 

 

第 ２ 章 島本町が目指す 

環境像と基本方針  

 

 

 

 

第１節 島本町が目指す環境像 

第２節 基本方針 
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第１節 島本町が目指す環境像 

「島本町が目指す環境像」とは、住民・事業者・町に共通する長期的目標として将来の

本町のあるべき環境の姿を示すものとして掲げるものです。 

 

 島本町が目指す環境像 

 

 

 

 

【ひと】 

IPCC※第五次評価報告書によると、人間による影響が 20 世紀半ば以降に観測された

温暖化の支配的要因であった可能性が極めて高いとされています。産業の発展による温

室効果ガス排出量の増加、生活水準の向上によって生じるごみ問題など、「ひと」と環境

問題は切り離して考えることはできません。私たち一人ひとりの心がけと行動が、本町

の自然環境はもちろんのこと、地球環境の保全にもつながります。 

【まち】 

本町はその名の通り「まち」であり、豊かな自然環境を持ちながら、大阪・京都の中

心部に程近い「トカイナカ」であることが特徴です。この良好な環境を生かし、「まち」

と自然が溶け込む姿を創造します。 

【しぜん】 

「しまもと」という言葉の次に「自然環境が豊か」というフレーズが続くことに違和

感を持つ住民は少ないでしょう。何十年、何百年後の島本町を思い浮かべても「しぜん」

という言葉に代表される自然と調和したまちをつくります。 

【三川合流】 

本町は、桂川・宇治川・木津川の三

川の合流地点のほとりに位置していま

す。河川本来の流れ、つながり、広が

りのように、本町の未来に向けて「ひ

と」「まち」「しぜん」が川の流れのよ

うにつながり、環境保全活動の輪が広

がっていくことを目指します。 

 

コメントの追加  [野口5]: IPCC の説明を用語集に

収録しました。 

報告書の内容に関する記述を、環境省「IPCC 第

５次評価報告書の概要」の記載に揃えました  
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第２節 基本方針 

「島本町が目指す環境像」を実現するため、次の５つの基本方針に基づき、総合的・体

系的に環境に関わる施策を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針１ かしこくなろう！全員参加のまちづくり（環境学習） 

町内の学校園所や、環境に関わるさまざまな団体では、環境

学習や、里山保全活動などの実践活動が進められています。こ

のような基盤を活かしながら、身近な地域の環境から地球規模

の環境まで、子どもも大人も楽しく学べるさまざまな場や機会

を提供し、これらを通じて住民一人ひとりが賢くなり、全員参

加で環境を意識した行動を心がけるまちづくりを進めます。  

 

 

 

基本方針２ 守り活かす！しまもとの自然と共に暮らすまちづくり（自然共生社会） 

 本町の恵まれた自然環境は、まちづくりに欠くことのできな

い貴重な財産であり、その保全と活用が重要な課題となってい

ます。この課題に対しては、土地所有者の努力のみにとどまら

ず、本町を構成する住民・事業者・町などすべての主体が、恵

まれた自然環境の保全・活用という目標に向けて、互いに責任

をもち、参加し、連帯協力し合える仕組みづくりが必要です。 

また、本町のシンボル河川である水無瀬川と、その周辺の整

備を推進するため、地下水かん養※や動植物の保護等に配慮し

ながら、水辺環境の保全と活用を推進します。 

 さらに、健全な生態系や生物多様性、自然と気軽にふれあえ

る場を確保することにより、自然と人が共生できるまちづくり

を進めます。 

基本方針 

１ かしこくなろう！全員参加のまちづくり（環境学習） 

２ 守り活かす！しまもとの自然と共に暮らすまちづくり（自然共生社会） 

３ できることからはじめよう！地球にやさしいまちづくり（低炭素社会）  

４ みんなでやろう！資源が循環するまちづくり（循環型社会）  

５ 健やかに暮らそう！安全・安心のまちづくり（生活環境の保全） 

コメントの追加  [野口6]: 方針毎に対応する SDG

ｓを掲載しました 

コメントの追加  [野口7]: 町内の学校園所と環境

団体の活動についての記述を簡略化しました  

コメントの追加  [野口8]: 文章整理を行いました。 
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基本方針３ できることからはじめよう！地球にやさしいまちづくり（低炭素社会） 

 地球温暖化問題は、人類の生存基盤に関わる最も重要な環境

問題の一つとなっており、私たちは資源やエネルギーを効率よ

く利用するよう努めながら、環境に配慮した社会経済活動や生

活様式に転換することが求められています。  

本町は地球温暖化対策のための国民運動「COOL CHOICE」

に賛同し、その普及啓発を行っています。一人ひとりが地球温

暖化問題への認識を深め、できることから地球温暖化対策を進

めることにより、地球にやさしい低炭素社会づくりを進めます。 

 

 

 

基本方針４ みんなでやろう！資源が循環するまちづくり（循環型社会） 

これまでの大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会経済活動

により、私たちは大量の廃棄物を発生させています。持続可能

な社会を構築するために、３Ｒ（発生抑制、再使用、再生利用）

の推進が求められています。本町では、この３R に「リフュー

ズ（発生回避）」を加えた４R に取り組みます。 

一人ひとりがごみ問題への認識を深め、みんなで一体となっ

て、ごみの減量化やリサイクルに取り組むことで、資源が循環

する循環型社会づくりを進めます。 

 

 

 

基本方針５ 健やかに暮らそう！安全・安心のまちづくり（生活環境の保全） 

自動車交通による大気汚染※や排水による水質汚濁などは、

私たちの日常生活や事業活動から生じ、住民の健康や生活に影

響を及ぼしています。 

本町では、大気、水質などは概ね良好な状態を維持していま

すが、いつまでも住みたいまちをめざして、今後も良好な生活

環境を維持し、健康で暮らせる安全・安心なまちづくりを進め

ます。 

 

 

 

 

コメントの追加  [野口9]: COOL CHOICE に関す

る記述を追加しました  

町内の自然・資源を利用したエネルギーの地産地

消促進については、本計画期間内でのエネルギー

自給設備の設置等が難しいことから削除しまし

た。 

コメントの追加  [野口10]: 文章整理を行いました。 

リフューズ（発生回避）に関する記述を追加しま

した。 
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第 ３ 章 施策の展開 
 

 

 

 

第１節 各主体の基本的役割 

第２節 施策の体系 

第３節 基本施策と各主体の取組 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章の見方について 

 第３章では、本計画の長期的目標である「島本町が目指す環境像」の実現

に向けた施策・取組を示します。  

 各主体の取組に関する基本的役割を第１節に、施策の体系を第２節に、各

主体の取組内容を第３節に示します。  

 

＜第３節 基本施策と各主体の取組における各項目の説明＞  

【現状と課題】・・・・環境や取組の現状と課題について、アンケート・ヒア

リング等の各種調査をもとに整理しています。  

【目標】・・・・・・・課題を解決していくための目標とそれが達成されてい

るかどうかを把握するための指標です。目標年度は計

画期間終了時の令和 6 年度としています。  

【各主体の取組】・・・課題解決と目標達成のために各主体（住民・事業者・

町）の取組を示しています。  
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第１節 各主体の基本的役割 

「島本町が目指す環境像」を実現していくためには、町・住民・事業者がそれぞれの役

割分担のもとに自主的・積極的に環境に配慮した行動をしていく必要があります。その主

な役割は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 町の役割  

町は、本町の自然や地域特性を生かしながら、良好な環境を保全・創出し、次の世代に

引き継ぐため、本計画の施策を体系的・総合的に推進するとともに、各主体の自主的な環

境に配慮した行動を促進します。また、自らが率先して、事務事業に伴う環境への負荷の

低減に努めます。さらに、広域的な取組が必要とされる課題については、国や府、近隣自

治体と協力・連携して対応します。  

 

２ 住民の役割  

住民は、環境学習への参加や地域の環境保全活動などを通じて、環境問題について考え、

理解し、環境にやさしいライフスタイルの定着を図ります。まずは、できることから行動

し、町・事業者・活動団体と協働しながら、積極的に環境に配慮した行動を実践します。  

 しまもと環境・未来ネット等の活動団体は、地域に密着した森林保全、緑化※、リサイ

クル、環境学習等のきめ細やかな活動を通じて、地域環境の向上に努めます。 

 

３ 事業者の役割  

事業者は、その社会的責任を踏まえ、公害※の防止や廃棄物の適正な処理、自然環境の

保全など環境保全対策に積極的に取り組みます。また、町が実施する施策への協力や、地

域の環境保全活動等に参加することにより、地域の環境づくりに貢献します。このような

活動を通じて、従業員に対する環境学習を推進し、環境に対する関心を高めていくことも

役割の一つです。 

住 民 

事業者 
 

町 
 

情報提供・支援・連携 
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第２節 施策の体系 

「島本町が目指す環境像」の実現に向け、基本方針に基づき、基本施策等を次のように

体系づけ、町・住民・事業者が協働して実施します。 

基本方針 基本施策 施策 

１ かしこくなろう！

全員参加のまちづくり 

（環境学習） 

(1)学校園所における環

境学習の推進  

郷土の環境を活かした環境学習の推進  

地域との協働による環境学習の推進  

施設・教材を活用した環境学習の推進  

教職員の研修  

(2)地域における環境学

習の推進 

生涯にわたる環境学習の推進  

環境学習指導者の育成  

環境情報の整備・提供  

(3)環境保全活動の推進  

マナー・モラルの意識の向上  

地域ぐるみの活動の推進  

交流の場づくりと連携の強化  

各主体による率先行動  

２ 守り活かす！ 

しまもとの自然と共に

暮らすまちづくり 

（自然共生社会） 

(1)水と緑の保全  

水と緑に関する情報の提供 

農林業の振興  

河川・水辺環境の保全  

(2)生物多様性の保全  

生物多様性に関する情報の提供 

重要な野生生物の保護  

外来生物対策の推進  

野生鳥獣の適正管理  

(3)自然とのふれあいの

場の確保 

自然とふれあう場の確保・充実  

緑づくりへの参加促進  

エコツーリズムの推進  

３ できることからは

じめよう！地球にやさ

しいまちづくり 

（低炭素社会） 

(1)省エネの普及推進  

省エネ意識の向上  

エコライフスタイルの促進 

エコビジネススタイルの促進  

交通における化石燃料使用の抑制  

(2)再生可能エネルギー

の導入推進  

公共施設への再生可能エネルギーの導入  

再生可能エネルギーの導入支援  

新しい財源の確保  

４ みんなでやろう！ 

資源が循環するまちづ

くり 

（循環型社会） 

(1)４Ｒの推進  

ごみの発生回避の推進（リフューズ）  

ごみの減量化の推進（リデュース）  

ごみの再利用の推進（リユース）  

ごみの再資源化の推進（リサイクル）  

(2)ごみの適正処理  

ポイ捨てしない意識の啓発 

不法投棄防止対策の推進  

ごみの適正処理の推進  

５  健やかに暮らそ

う！安全・安心のまち

づくり 

（生活環境の保全） 

(1)水環境の保全  

生活排水対策の推進  

水質の監視・調査  

地下水の保全  

(2)大気・生活環境の保全  

大気・生活環境に関する情報の提供  

大気汚染物質等の監視・調査  

自動車による大気汚染・騒音の防止  
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第３節 基本施策と各主体の取組 

各種施策を展開する上で、基本施策ごとに既存資料調査、計画策定時のアンケート調査、

ヒアリング調査結果を踏まえ、現状と課題を整理し、基本施策を推進するための各主体の

取組を掲げました。 

 

１ かしこくなろう！全員参加のまちづくり（環境学習） 

 

 

 ＜SDGs と関連する内容＞ 

・学校等や地域での環境学習の機会を提供します 

 ・環境や気候変動に関する情報を提供し、啓発します 

 ・行政、住民、事業者によるパートナーシップで取組みをすすめます  

 

(1)学校園所における環境学習の推進  

■現状と課題 

 私たちの取り組むべき環境問題は、地域の生活環境の保全から自然との共生、資源の有

効利用、地球温暖化まで多岐にわたり、複雑化してきています。この複雑な問題に対応し

ていくためには、子ども（幼児期を含む）の頃から環境について関心を持ち、理解を深め、

環境に配慮した行動を実践していくことが情操教育の観点からも重要です。 

 本町の学校園所における環境学習を推進する上での課題として、活動場所や時間の確保、

歴史文化を通じた体験学習、関係団体との調整機能、太陽光発電など学習材料、教職員が

体験学習できる場などが求められています。 

 このため、今後も学校園所において、郷土の歴史文化を活かした環境学習、地域との協

働による環境学習、施設・教材を活用した環境学習を推進するとともに、教職員研修を実

施していくことが必要です。 

 
 
■これまでの取組 

本町の学校園所では、本町の自然を活かした自然体験学習、リサイクル工作、地域住民

の協力で実施する農作業体験、町が実施する COOL CHOICE 出前授業、地域の企業が講

師となり、水を育む森林の働きや水を大切に使う工夫を学ぶ「水育」、しまもと環境・未来

ネットによる出前授業など、地域との協働による環境学習が進められています。  

コメントの追加  [野口11]: SDGｓに関連する内

容を追加しました。 

以下同様。 

コメントの追加  [野口12]: これまでの取組内容を

「■これまでの取組」に分離しました。  

住民アンケート等に関する記述を簡略化しまし

た。 

以下同様。 
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また、清掃工場や浄水場の見学会や、水生生物観察会、町内イベントでの環境関連展示

等を実施し、広く一般に環境学習機会を提供しています。  

 
■目標 

 

 

 

指標 単位 計画当初 現況 目標 

しまもと環境・未来ネット及び町が

主催する出前講座実施学校園所の数 
箇所  1 6 11 

特に記載ない限り、指標値の計画当初は H25、現況年度はＲ１、目標年度は R6 の数値を示す。以下同様とする。 

 

■各主体の取組 

各主体 取組内容 

町 

○郷土の環境を活かした環境学習の推進 

 府指定天然記念物※である「大沢のすぎ」、「尺代のやまもも」、「若山神社の

ツブラジイ林」等の本町の貴重な自然や歴史・文化に触れることで、郷土の

環境のすばらしさを発見するなど、身近な環境学習を推進します。 

○地域との協働による環境学習の推進 

 出前講座や農業体験、リサイクル活動など、地域の専門家や経験者と協働し

た環境学習を推進します。自治会や学校、企業などの各団体がそれぞれ独自

に実施している活動を、協働で実施することを促進します。  

○施設・教材を活用した環境学習の推進 

 太陽光発電システムや緑のカーテン等、学校園所の施設・教材を活用した環

境学習を推進します。 

○教職員の研修 

 学校園所の教職員を対象に、環境学習の進め方等についての実践的な指導力

を育成するための研修に努めます。  

住民 

○学校園所での環境学習に関する理解を深め、家庭でも環境について話し合う

場を持つようにしましょう。 

○子どもたちが学んだ環境学習を家庭で活かしましょう。 

○学校園所での環境学習に参加・協力しましょう。 

事業者 

○施設見学の受け入れや農林水産業体験の場の提供など、体験型の環境学習に

協力しましょう。 

○環境出前授業など、学校園所の環境学習に積極的に参加・協力しましょう。 

○環境学習教材の開発・提供に協力しましょう。 

学校園所での環境学習を進め、学んだことを家庭や地域へ広げていける環境意識が高い

人を育成します。 
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(2)地域における環境学習の推進   

 

■現状と課題 

 計画策定時に実施した住民アンケートによると、「環境を守る住民意識の高さ」、「環境情

報を得る機会の満足度」及び「環境学習活動に参加している住民の割合」は他の取組項目

に比べ低い状況にありました。 

環境学習については地域での再生資源集団回収や緑化活動・清掃活動などには比較的参

加しやすい一方で、知識や経験を活かした環境学習や、講習会への参加などには意識が低

いと考えられます。 

このため、幼児・学生・成人といった世代別に行う学習の検討や指導者の育成によって、

町全体の環境学習を推進し、あらゆる場面で環境保全活動に繋げていくことが必要です。 

 

■これまでの取組 

 しまもと環境・未来ネットによる環境学習講座の他、町主催の料理教室や高齢者対象文

化教室など、環境学習を主目的としない講座においても、環境学習の要素を取り入れ、間

口を広げるよう努めています。 

 また、環境学習に関する指導者を育成するための「（仮称）しまもと環境大学」について、

しまもと環境・未来ネットにおいて検討が進められています。  

 

■目標 

 

 

 

指標 単位 計画当初 現況 目標 

しまもと環境・未来ネットが主催若し
くは共催する講座や行事の参加人数  

延べ人 0 7,096 30,000 

環境を守る住民意識の高さに関する

満足度（注１） 
％ 53 － 90 

環境情報を得る機会の満足度（注１） ％ 43 － 90 

環境学習活動に参加している住民の

割合（注２） 
％ 13 － 60 

注１：住民アンケートによる「満足」「やや満足」の合計割合 

注２：住民アンケートによる「いつも行っている」「時々行っている」の合計割合 

地域での環境学習を進めることにより、住民一人ひとりが賢くなり、全員参加で環境を

意識した行動が実践できるまちを目指します。 
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■各主体の取組 

各主体 取組内容 

町 

○生涯にわたる環境学習の推進 

 幼児・学生・成人など世代に合わせた学習の手法や課題点について検討し、

生涯にわたる環境学習の充実を図ります。また、本町の自然を活かし、親子

で一緒に学べる体験学習を推進します。 

○環境学習指導者の育成 

 しまもと環境・未来ネットを中心とし、各種講習会や研修会などを通じて、

環境学習に関する指導者の育成に努めます。 

○環境情報の整備・提供 

 環境問題や環境に配慮した取組に関する最新のデータを収集し、参考となる

情報を提供します。町内の環境の現状については、情報提供のための資料を

作成するなど、周知方法を検討します。 

住民 

○ 住民参加型調査や自然観察会など体験型の環境学習に参加し、環境保全に対

する理解を深めましょう。 

○環境学習指導者の養成講座などに参加し地域の環境学習に貢献しましょう。 

○地域の環境保全に関するさまざまな情報を入手しましょう。 

○環境保全意識を高め、みんなが気持ちよく暮らせるように、家庭や学校でマ

ナーについて話し合いましょう。 

事業者 

○ 施設見学の受け入れや農林水産業体験の場の提供など、体験型の環境学習に

協力しましょう。（再掲） 

○事業活動の経験や知識を活かした講習会の開催など地域での環境学習に参

加・協力しましょう。 

○従業員の研修制度に環境問題を取り入れるなど、職場全体で環境学習を推進

しましょう。 

 

コメントの追加  [野口13]: 指導者間の連携強化の

ためのネットワークづくり支援については、町が

主体となり活動者等を集める懇親会や連絡会な

どを行う予定がないため、削除しました。 
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(3)環境保全活動の推進   

 

■現状と課題 

環境保全活動の活動者の高齢化や参加者が限られるなど、活動の活性化が求められてい

ます。さらに、環境問題がクローズアップされる中で、住民・事業者等の自主的な活動が

大きな役割を果たすようになってきています。 

このため、今後も、各主体が自発的に行う環境保全活動を一層推進するとともに、各主

体間の連携により活動の充実・活性化を図る必要があります。また、快適な住環境を私た

ち自身の手で作り上げ、守っていくためにも、マナーやモラル向上を一人ひとりが心がけ

るとともに、地域の絆を深めて誰もが暮らしやすい環境を目指す必要があります。  

 

■これまでの取組 

 町内一斉清掃や自治会が行う清掃活動の支援、犬のふん放置防止対策といった環境美化

活動や、地球温暖化対策実行計画に基づいた町施設での省エネルギー化などに努めていま

す。 

 また、環境基本計画推進団体である、しまもと環境・未来ネットを支援し、協働して本

計画を推進しています。 

 

■目標 

 

 

 

指標 単位 計画当初 現況 目標 

環境保全活動への参加の

しやすさの満足度（注１） 
％ 51 － 90 

注１：住民アンケートによる「満足」「やや満足」の合計割合 

各主体の連携・協働により、環境保全活動の充実・活性化を図ります。  
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■各主体の取組 

各主体 取組内容 

町 

○マナー・モラルの意識の向上 

 犬のフンの放置防止など飼い主のモラルを高めるため、ペットの飼育マナー

を啓発し、住民協働で犬のふん害対策を実施します。  

 また、不法駐輪の指導に努めます。 

○地域ぐるみの活動の推進 

 住民の環境保全活動への参加促進や、各地域の住民・事業者・活動団体が協

力・連携して環境保全活動や情報交換を行うことができる仕組みづくりな

ど、地域ぐるみの活動を推進します。また、島本町生活環境美化推進連絡会

を中心に、町内一斉清掃を行います。 

○交流の場づくりと連携の強化 

 各主体が自らの有する環境情報を積極的に受発信できる交流の場を構築し、

各主体の連携強化を図ります。 

○各主体による率先行動 

 「島本町地球温暖化対策実行計画」に基づき、本町における事務事業に伴う

省資源・省エネルギーに関する率先行動を推進します。本町の事業活動にお

ける環境保全活動の継続的改善と環境汚染の防止を実施するため、職員一人

ひとりが環境負荷を意識した事業活動を行います。 

 また、 ISO14001※などの環境マネジメントシステム※に関する情報提供や

普及啓発など、事業者が自発的に行う環境保全活動を支援します。  

住民 

○環境保全意識を高め、みんなが気持ちよく暮らせるように、家庭や学校でマ

ナーについて話し合いましょう。（再掲） 

○環境学習で得た知識を活かし、環境保全活動を行いましょう。 

○ 地域の環境美化活動、環境イベント等に積極的に参加しましょう。 

○「環境家計簿※」等を活用し、日常における環境配慮行動を実践しましょう。 

事業者 

○ 地域の環境保全活動、清掃活動、環境イベント等に積極的に参加しましょう。 

○ 環境保全活動の実施状況等をホームページや環境報告書（CSR 報告書等）

などで広く公表しましょう。 

○ ISO14001 などの環境マネジメントシステムの導入など、事業活動におけ

る自主的な活動を推進しましょう。  
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２ 守り活かす！しまもとの自然と共に暮らすまちづくり  

（自然共生社会） 

 

 ＜SDGs と関連する内容＞ 

・本町の水道水源となっている地下水を保全します  

 ・町域内の河川を良好な水質に保ちます 

 ・水辺や山地の生態系を守ります 

 ・河川の清掃を行い、海域へ流出するごみを減らします 

 ・森林の整備・保全を行います 

 ・外来生物対策を行います 

 

(1)水と緑の保全 

 

■現状と課題 

本町の町域の約 6割を占める森林は、本町の大切な自然資源であり、地下水のかん養や、

土砂流出防止、地球温暖化の原因となる二酸化炭素の吸収など多面的な機能を有していま

す。しかし、里地里山※では、遊休農地の活用や有害鳥獣対策、森林の荒廃、ナラ枯れ、

放置竹林面積の拡大など、多くの課題を抱えています。山間部樹林帯については、台風等

の自然災害により、風倒木の甚大な被害が発生していることから、今後の森林整備のあり

方が課題となっています。 

 また、本町は「離宮の水」や水無瀬川といった豊かな水資源を有していますが、河川へ

の不法投棄※による水質の悪化が懸念されています。 

 住民・事業者・町などすべての主体が、パートナーとして互いに責任をもちながら本町

の豊かな緑を保全・活用し、農林業を振興していくとともに、きれいな河川と豊富で美味

しい地下水を今後も保全していくことが必要です。 

 

■これまでの取組 

 森林ボランティア育成講座の実施や団体支援、企業との連携により、森林保全活動を行

っています。また、不法投棄監視パトロールの実施や河川清掃ボランティア団体、大阪府

のアドプト・リバー・プログラム※実施団体への支援などを通じて、水質保全に努めてい

ます。 

 農林業の振興としては、農林業祭など地元農林産物を供給する場の確保・充実や生産緑

地の指定、有害鳥獣捕獲などに努めています。 

 

コメントの追加  [野口14]: 近年の災害による風倒

木被害について記載を追加しました。  
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■目標 

 

 

 

 

指標 単位 計画当初 現況 目標 

森林ボランティア数  人 
80 

（H26）  

116 

（H31.4） 
130 

自然（山や川）の豊かさに関する  

満足度（注１） 
％ 92 － 98 

水辺のきれいさに関する満足度（注１） ％ 67 － 90 

注１：住民アンケートによる「満足」「やや満足」の合計割合  

 

■各主体の取組 

各主体 取組内容 

町 

○水と緑に関する情報の提供 

 町内の水と緑の現状に関する資料や、住民や事業者と協働で行った活動内容

等をホームページや広報などで情報を提供します。 

○農林業の振興 

「島本町森林整備計画」に基づき、水源かん養機能※、山地災害防止・土壌保

全機能、快適環境形成機能など森林が持つ多面的機能を維持・活用するため、

計画的な森林の保全に努めます。 

 町内の農林産物の PR や地産地消の推進、有害鳥獣への対応、ファミリー農

園などによる遊休農地の活用など、都市農業を推進し、農林業の振興に努め

ます。 

 町内の緑を支える活動団体に対して支援を行い、事業の活性化を促進しま

す。また、最近の台風による風倒木被害に対しては、森林所有者、大阪府、

事業者、森林保全団体等と協働して取組むとともに、定期的な情報交換を行

う場を提供し、里山保全活動の活性化に努めます。  

○河川・水辺環境の保全 

 住民や関係機関と連携・協働しながら、水無瀬川などの定期的な清掃活動や

不法投棄のパトロールなど水辺環境を保全に努め、景観※・観光資源として

の魅力を向上させます。 

 また、町の誇るべき財産である地下水を守り続けるため、地下水位観測や地

下水かん養のための森林保全など、地下水の水量を維持し、将来にわたり安

定して利用するための施策を推進します。  

住民や事業者と協働し、森林や河川、地下水の保全と活用を図り、自然と共生するまち

を目指します。 

コメントの追加  [野口15]: ファミリー農園や都市

農業に関する記述を追加しました。  

コメントの追加  [野口16]: 災害による風倒木被害

への記述を追加しました。  
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各主体 取組内容 

住民 

○間伐材などを使用した製品や有機農産物の購入に努めましょう。  

○森林所有者は、森林の水源かん養など多面的機能の持続的発揮のため、適切

な山の管理に努めましょう。 

○里山保全に関する探索会などのイベントに参加して、活動団体に対する理解

を深めましょう。 

○朝市などを利用して、町内の農林産物を積極的に活用しましょう。 

○河川の清掃活動や保全活動に積極的に参加・協力しましょう。  

事業者 

○河川の清掃活動や森林の保全活動に積極的に参加・協力しましょう。 

○森林の水源かん養など多面的機能の持続的発揮のため、適切な山の管理に努

めましょう。 

○各種事業の実施に際しては、法律や規制を遵守するとともに、自然環境の保

全に配慮しましょう。 

 

 (2)生物多様性の保全  

 

■現状と課題 

本町は、豊かな自然環境に恵まれ、重要な動植物をはじめ多種多様な生物が生息・生育

しています。しかし、森林の荒廃や、開発・乱獲といった人間活動、外来生物※の侵入な

どにより、普通種から重要種まで在来野生生物全体の生息・生育場所が減少・消失し、生

物多様性の低下が危惧されています。また、イノシシなどの有害鳥獣は農林業への被害を

もたらしているため、野生生物の保護と農林業への被害対策との調和が求められています。 

このため、生物多様性に関する情報を提供するとともに、生息環境の保全、野生生物の

保護、外来生物対策の推進、野生鳥獣の適性管理等により、動植物の個体数を維持し、生

物多様性を維持・保全していくことが必要です。  

 

■これまでの取組 

 外来生物であるアライグマの防除、農林業に被害を与えるイノシシ・シカの捕獲を実施

しています。また、町の事務事業において、どのように環境に配慮すべきかを定めた「島

本町生物多様性保全・創出ガイドライン」を策定しました。今後は、ガイドラインを活用

し、生物多様性に配慮した事務事業の実施に努めます。  

 

■目標 

 

 

 

重要な野生生物の保護等により生物多様性を維持・保全し、自然の恵みを享受できるま

ちを目指します。 

コメントの追加  [野口17]: 地産地消の取組みを追

加しました。 

コメントの追加  [野口18]: 普通種、生息環境保全、

個体数維持への言及を追加しました。  
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指標 単位 計画当初 現況 目標 

動植物の種類の多さに関する満足度（注１）  ％ 72 － 95 

注１：小中学生アンケートによる「とてもそう思う」「少しそう思う」の合計割合 

 

 

■各主体の取組 

各主体  取組内容 

町 

○生物多様性保全・創出ガイドラインの活用 

 町が事務事業を行う際には、生物多様性保全・創出ガイドラインを活用し、

生物多様性に配慮した施策を進めます。 

○生物多様性に関する情報の提供 

 生物多様性に関する正しい情報を基に一人ひとりが行動できるよう、ホーム

ページや広報などで周知・啓発します。  

○野生生物の保護 

 野生動植物の分布、生息・生育環境などに関する各種調査や情報の収集を行

い、重要種や在来種の野生生物の保護や生息環境の保全等を検討します。 

○外来生物対策の推進 

 外来生物の生息・生育実態を把握し、生態系への影響や農林水産業等への被

害防止のための防除※及び適正な管理を行うとともに、住民等に対し外来生

物の移植・移入の防止及び防除に関する普及啓発に努めます。  

○野生鳥獣の適正管理 

 農作物に対するイノシシ、シカ等の有害鳥獣の被害に対処するため、関係機

関と連携して、有害鳥獣の捕獲など適正管理に努めます。 

住民 

○生物多様性保全・創出ガイドラインの内容を尊重し、生物多様性に配慮しま

しょう。 

○生物多様性に関する正しい情報を理解し、生物調査や保全活動に参加・協力

しましょう。 

○ 重要な植物を自生地から持ち帰らないようにしましょう。 

○ 重要な動物を観察する場合はストレスを与えないよう配慮しましょう。 

○外来生物の遺棄・放逐、自然植生※中への植栽を行わないようにしましょう。 

事業者 

○生物多様性保全・創出ガイドラインの内容を尊重し、生物多様性に配慮しま

しょう。 

○野生生物の生息・生育状況や生物多様性に関する調査への協力や情報を提供

しましょう。 

○ 事業の実施に際しては、野生生物の生息・生育環境の配慮に努めましょう。 

コメントの追加  [野口19]: ガイドラインに関する

記述を追加しました 

コメントの追加  [野口20]: 重要種のみから対象を

広げました  
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各主体  取組内容 

事業者 

○外来生物の販売業者は、適切な飼育や栽培方法についての啓発に努めましょ

う。 

○農業事業者は、イノシシなど有害鳥獣の捕獲に協力しましょう。  

 

 

(3)自然とのふれあいの場の確保  

 

■現状と課題 

本町では水無瀬川、若山神社のツブラジイ林などが、自然とのふれあいの場として利用

され、町内外の方に親しまれています。 

また、近年では、新たな自然とのふれあいの形態としてエコツーリズム※が推進されて

おり、自然を守りながら、それを地域経済に活かす仕組みとして注目されています。  

 今後も、さらに多くの人に豊かな自然を理解してもらうため、自然観察会や環境教室な

どの自然とふれあう機会の充実やエコツーリズムを促進するなど、自然とのふれあいの場

を確保することが必要です。 

 

■これまでの取組 

 町内の景勝地をめぐるウォーキングイベントや水無瀬川での水生生物観察会の実施など、

気軽に町内の自然とふれあう機会の提供に努めています。 

 なお、町立キャンプ場については、長年自然とのふれあいの場として親しまれてきまし

たが、近隣でのツキノワグマ出没など、安全面での問題があったことから廃止いたしまし

た。 

 

■目標 

 

 

 

指標 単位 計画当初 現況 目標 

自然とのふれあいの場の多さに関する満足

度（注１） 
％ 71 － 90 

まちの緑の多さに関する満足度（注１） ％ 83 － 97 

自然環境とふれあっている住民の割合（注２） ％ 57 － 80 

注１：住民アンケートによる「満足」「やや満足」の合計割合 

注２：住民アンケートによる「いつも行っている」「時々行っている」の合計割合 

自然とのふれあいを通じて、自然のおもしろさ、大切さを住民が認識することにより、

自然環境保全の意識高揚を目指します。 
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■各主体の取組 

各主体 取組内容 

町 

○自然とふれあう場の確保・充実 

 水生生物観察会などの自然観察会を通じ、自然環境を実感できる場を提供し

ます。公園・緑地※については計画的な整備を図るとともに、住民などとの

協働を含む適切な維持・管理を推進します。 

○緑づくりへの参加促進 

 公共施設の緑化など、多様な主体の参加と協働によるみどり豊かなまちづく

りを促進します。 

 良好な居住環境を創出するため、民有地の緑化を促進します。また、周辺と

の調和を図るため、事業所などの緑化を促進します。  

○エコツーリズムの推進 

 本町の自然・文化に触れ、環境問題への関心を高める取組の充実を図るため、

エコツーリズムを推進します。 

住民 

○ 自然とのふれあいを通じて、自然に関する理解の向上に努めましょう。 

○家庭では花や緑を植え、まちの緑化に協力しましょう。 

○自然観察会など自然に親しむイベントに積極的に参加しましょう。 

○ 里山保全団体の活動や地区の緑化活動等に参加しましょう。 

○エコツーリズムに参加・協力しましょう。 

事業者 

○事業所内の緑地の活用など、自然とふれあえる場の整備に協力しましょう。 

○ 自然保護団体の活動や地区の緑化活動等に参加しましょう。 

○農林漁業体験など自然とふれあう機会の提供に努めましょう。 
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３ できることからはじめよう！地球にやさしいまちづくり 

（低炭素社会） 

 

 ＜SDGs と関連する内容＞ 

・再生可能エネルギーを普及促進します 

・省エネルギー化を推進します 

 ・気候変動（地球温暖化）に関する教育、啓発を行います  

 

(1)省エネの普及推進   

 

■現状と課題 

地球温暖化問題は、人類の生存にかかわる重大なテーマです。この問題は、経済活動の

拡大に加え、日常の生活におけるエネルギーや資源の消費と廃棄物の発生も一因となって

おり、私たちの暮らしや産業活動も、無関係ではありません。 

 本町全体の二酸化炭素※排出量の更なる削減を図るため、住民一人ひとりがそれぞれの

立場で、暮らしや事業活動を見直し、省エネルギー対策を推進していくことが必要です。 

 

■これまでの取組 

 町は平成 30 年度から地球温暖化対策に関する国民運動「COOL CHOICE」に賛同し、

その普及啓発を行っています。また、島本町地球温暖化対策実行計画に基づき、クールビ

ズやエコドライブなど省エネ行動を実践するとともに、住民・事業者への周知に努めてい

ます。 

 また、機器更新時に、公用車は低燃費・低公害車※を選定する、防犯灯は LED 化を行う

など省エネ機器への置き換えを進めています。 

 

■目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

町内の二酸化炭素排出量を平成 23 年度比で 10％削減し、地球温暖化防止に貢献しま

す。 

コメントの追加  [野口21]: CO2 排出量グラフを

削除しました 
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指標 単位 計画当初 現況 目標 

町内の二酸化炭素排出量  千トン 
130（注１） 

（H23） 

148（注１） 

（H28）  
117 

環境家計簿を利用している住民の  

割合（注２） 
％ 5 － 40 

低燃費・低公害車を利用している住民の  

割合（注３） 
％ 25 － 60 

注１：部門別 CO2 排出量の現況推計（環境省）より。  

注２：住民アンケートによる「いつも行っている」「時々行っている」の合計割合 

注３：住民アンケートによる「利用している」の割合 

 

■各主体の取組 

各主体 取組内容 

町 

○省エネ意識の向上 

 地球温暖化対策に関する国民運動「COOL CHOICE」に賛同し、家庭や事業

所などで実践できる省エネ活動と、その効果などに関する情報を町のホーム

ページや広報などを通じて発信し、省エネ行動に向けた意識の向上を図りま

す。 

○エコライフスタイルの促進 

 「環境家計簿」の普及・啓発など、家庭におけるエコライフスタイルの定着

を促進します。また、省エネ製品への交換・買い替えについて、長期的な視

点によるメリット・デメリットを考慮した情報を提供します。  

○エコビジネススタイルの促進 

 「島本町地球温暖化対策実行計画」に基づき、本町における事務事業に伴う

省資源・省エネルギーに関する率先行動を推進します。（再掲） 

 事業者への省エネ推進として、環境マネジメントシステムの取得方法や取得

効果を周知します。 

○交通における化石燃料使用の抑制 

 エコドライブ※の啓発、ノーマイカー運動※の推進、低燃費・低公害車への買

い替えを進めるための普及啓発などにより、交通における化石燃料使用を抑

制します。 

住民 

○「環境家計簿」等を活用し、日常の省エネ行動を実践しましょう。 

○住宅の断熱化や省エネ性能の高い家電、LED 照明の選択などに努めましょ

う。 

○徒歩や自転車、公共交通機関などの環境にやさしい交通手段の利用を心がけ

ましょう。 

○自動車を購入する際は、低燃費・低公害車を選ぶように努めましょう。 

○自動車を運転する際は、エコドライブに努めましょう。 

コメントの追加  [野口22]: COOL CHOICE に関

する記述を追加しました。  

緑のカーテンに関する記述は COOL CHOICE に

含まれるため、削除しました  
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役場庁舎 太陽光パネル  

各主体 取組内容 

事業者 

○省エネ行動や、省エネルギー機器の導入、エネルギーの有効活用など、事業

活動に伴う二酸化炭素排出量の削減に努めましょう。 

○省エネ診断を行い、建物の断熱化や空調の省エネルギー化など、二酸化炭素

排出量の少ない設備の導入に努めましょう。 

○省エネ型の商品の使用、研究開発、販売に努めましょう。 

○徒歩や自転車、公共交通機関などの交通手段の利用を奨励しましょう。 

○自動車を購入する際は、低燃費・低公害車への転換に努めましょう。 

○自動車を運転する際は、エコドライブに努めましょう。 

 

 

(2)再生可能エネルギーの導入推進  

 

■現状と課題 

私たちの生活におけるエネルギー消費については、

基本的な考え方として地産地消が理想的です。その

ためには、太陽光や水力などできるだけ多くの再生

可能エネルギーへ転換することが求められます。  

固定価格買取制度の終了により、売電収入を目的

とした再生可能エネルギーの導入は厳しい状況とな

ります。しかし、環境負荷の低減を目的とし、エネ

ルギー自給率を向上させることの重要性は変わりません。今後も多種多様な再生可能エネ

ルギーの中から、本町に適したエネルギーを選択し、住民・事業者・町が全員協働のもと、

積極的に導入・拡大することが必要です。 

 

■これまでの取組 

 役場庁舎に太陽光発電を設置し、再生可能エネルギーを導入しています。また、他公共

施設への再生可能エネルギー導入について検討しています。  

 

■目標 

 

 

 

 

 

 

再生可能エネルギーの導入推進により、本町内のエネルギー自給率向上を目指します。 

コメントの追加  [野口23]: 固定価格買取制度の終

了に関する記述を追加しました。  
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指標 単位 計画当初 現況 目標 

太陽光発電システムを利用している住民の

割合（注１） 
％ 3 － 20 

太陽熱利用システムを利用している住民の

割合（注１） 
％ 1 － 15 

注１：住民アンケートによる「利用している」の割合 

 

 

■各主体の取組 

各主体 取組内容 

町 

○公共施設への再生可能エネルギーの導入 

 太陽光などを活用した再生可能エネルギーについて、屋根貸し事業を含めた

公共施設への導入を検討します。 

○再生可能エネルギーの導入支援 

 国等が実施している設置支援制度に関する情報提供を行い、再生可能エネル

ギーの導入を支援します。また、バイオマス※や小水力など地域の資源を活

用した未利用の再生可能エネルギーの導入を検討するとともに、再生可能エ

ネルギー比率の高い電力への転換を検討します。 

○新しい財源の確保 

 グリーンファンドの活用など、利用先を明確にした財源確保の方法を検討し

ます。 

○再生可能エネルギー以外の石油代替エネルギー（燃料電池など）に関する情

報提供に努めます。 

住民 

○再生可能エネルギー導入の意義、目的についての理解を深めましょう。 

○太陽光発電や太陽熱利用などの再生可能エネルギーの導入を検討しましょ

う。 

 また、再生可能エネルギー比率の高い電力の選択について検討しましょう。 

○グリーンファンドへの投資など地域の再生可能エネルギーの導入に協力し

ましょう。 

事業者 

○再生可能エネルギーの情報提供、普及啓発に協力しましょう。 

○太陽光発電や太陽熱利用などの再生可能エネルギーを積極的に導入しまし

ょう。 

 また、再生可能エネルギー比率の高い電力の選択について検討しましょう。 

○地域の資源を活用した未利用の再生可能エネルギーの調査・研究に協力しま

しょう。 

 

コメントの追加  [野口24]: 具体例として屋根貸し

事業を追加しました。 

コメントの追加  [野口25]: 電力構成に関する言及

を追加しました 

（住民・事業者の取組も同様）  

コメントの追加  [野口26]: 脱炭素の取組みとして

追加しました。 
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４ みんなでやろう！資源が循環するまちづくり（循環型社会）  

 

 

 ＜SDGs と関連する内容＞  

・廃棄物の適正な管理を行います 

 ・ごみの減量化とリサイクルについて啓発します 

 

(1)４Ｒの推進   

 

■現状と課題 

日本の食品廃棄物等は年間 2,759 万トン、そのうち食べられるのに捨てられる食品「食

品ロス」の量は年間 643 万トンと推計されており、日本の人口 1 人当たりの食品ロス量

は年間約 51 キログラムとされています。大量の食品ロスが発生することにより、様々な

影響や問題が発生することから、食品ロス対策が必要となっています。  

本町の一人一日当たりの生活系ごみの排出量は、631g/人･日（平成 28 年度）であり、

全国平均の 646 g/人･日を下回っていますが、大阪府平均の 569 g/人･日を上回ってい

ます。また、リサイクル率は 16.1％（平成 28 年度）であり、全国平均の 20.3％を下回

っていますが、大阪府平均の 13.8%を上回っています。 

町では、３R（ごみのリデュース：発生抑制・リユース：再利用・リサイクル：再資源

化）について啓発を行ってきました。近年、この３R に加え、リフューズ（発生回避）を

加えた４Ｒ活動が提唱されています。本町でも、これまでの取組にリフューズに関するも

のを加えた４R 活動に取り組んでいます。 

より一層の環境負荷の低減を図るため、これら４R 活動のうち、ごみとなるものを減ら

す発生回避・発生抑制・再利用の３R について特に取組を進める必要があります。  

 

■これまでの取組 

リデュースについては、分別されていないごみの発生を抑制するため、平成 26 年度か

ら、ごみ袋の透明・半透明化を実施し、平成 30 年には「ごみ分別アプリ」をリリースし

ました。また、廃棄物減量等推進員を選任し、各地域でのごみの減量化に取り組んでいた

だいています。リユースについては、町立図書館で除籍された資料の無料配布イベントを

実施しています。リサイクルについては、自治会等が行う資源集団回収に対する助成金の

交付や、平成 3０年度より小型家電リサイクルを実施するなど、リサイクル率の向上に努

めています。リフューズについては、平成 30 年度より、北摂地域において事業者と自治

体の間でレジ袋の無料配布中止に関する協定を締結し、レジ袋の発生回避に取り組んでい

コメントの追加  [野口27]: 食品ロス問題について

追加しました。 

リフューズ（発生回避）について追加し、２R（発

生抑制・再使用）重視からリフューズを加えた３

R 重視に変更しました。  
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ます。行政主催の会議等でも、ペットボトル飲料の提供を廃止し、マイボトルの携行を推

奨しています。 

 

■目標 

 

 

 

指標 単位 計画当初 現況 目標 

一人一日当たりのごみ排出量  g/人･日  732.3 701.8 671.2 

リサイクル率  ％ 14.8（注１） 
15.3（注１）  

（H29）  
17.8 

マイバッグ持参率  ％ － 84.4（注 2） 90 

注１：一般廃棄物処理実態調査結果（環境省）より。  

注２：レジ袋無料配布中止協定締結事業者の町内店舗におけるマイバッグ持参率  

 

■各主体の取組 

各主体 取組内容 

町 

○ごみの発生回避の推進（リフューズ） 

 マイバッグやマイボトルの使用を推進し、不要なレジ袋や過剰包装を断るな

ど、不要なものを受け取らない活動に関する啓発を行います。 

○ごみの減量化の推進（リデュース） 

 ごみの発生排出抑制のためのごみの適切な出し方を徹底するとともに、啓発

が効果的なものとなるよう関係団体とも協力しつつ、広報、ホームページ等

による啓発に努めます。 

 特に学校や地域社会の場において、副読本を活用した教育やごみ焼却処理施

設の見学会などの教育啓発活動に積極的に努めます。  

 また、廃棄物減量等推進員への研修を行い、ごみの減量化を促進します。 

 さらに、食品ロス削減に向けた啓発・周知に努めます。  

○ごみの再利用の推進（リユース） 

 フリーマーケットの開催支援、リユース製品や詰め替え製品などの利用促進

に関する情報提供や普及啓発を行います。  

○ごみの再資源化の推進（リサイクル） 

 ごみの資源化に関する啓発活動や資源物の集団回収の支援などにより、ごみ

の資源化を進めます。また、再生品利用に関する情報提供や意識の啓発とと

もにエコマーク付き商品の利用など、グリーン購入※を促進します。 

４R（リデュース、リユース、リサイクル、リフューズ）の推進により、さらなるごみ

の減量化・資源化を目指します。 

コメントの追加  [野口28]: マイバッグ・マイボト

ルについて追加しました  

コメントの追加  [野口29]: 食品ロス削減を追加し

ました。 

（住民・事業者の取組にも追加）  
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各主体 取組内容 

住民 

○水切りの徹底や堆肥化容器の利用などにより、生ごみの減量化・堆肥化に努

めましょう。 

○マイバッグやマイボトルを持参し、レジ袋等のごみを減らし、贈物等の過剰

包装もできる限り自粛するよう努めましょう。 

○日常的なごみ減量化のアイディアに関する啓発・PR 活動を実施しましょう。 

○使い捨て品の使用をできる限り自粛しましょう。  

○生鮮食品は、必要な分だけを買って、食べきりましょう。  

○備蓄食品は、ローリングストック法（古いものを食べた際に新しいものを買

う）を用いて管理し、期限切れで捨てることのないようにしましょう。  

○食べ切れない保存食品は、賞味期限までの期間が長いうちにフードバンク※

に寄贈することも検討するなど、フードバンク活動に協力しましょう。  

○外食の際は、食べられる量を注文し、どうしても残ってしまった料理は、お

店と相談して持ち帰ることも検討しましょう。 

○フリーマーケットやリサイクルショップの活用に努めましょう。  

○消費者として環境にやさしい商品の購入（グリーン購入）を心がけましょう。 

○地域での再生資源集団回収に参加・協力しましょう。 

事業者 

○事業活動に伴って発生するごみは、事業所内での発生・排出抑制・再利用に

努めましょう。 

○製造事業者は使い捨て容器の製造自粛や、長寿命製品の開発、再生資源を使

用した製品開発に努めましょう。 

○流通業者・販売業者は資源化物の店頭回収及びレジ袋の無料配布の中止など

を実施するように努めましょう。 

○飲食店や食品加工事業所等では、メニューや調理方法の工夫により、調理く

ずや残飯等の生ごみの減量化に努めましょう。 

○余剰食品が発生する場合などは、フードバンク活動に協力しましょう。  

 

(2)ごみの適正処理  

 

■現状と課題 

廃棄物の処理方法は法律や条例で定められており、住民や事業者は適正な処理を行うこ

とが義務づけられていますが、不法投棄や野外焼却などの問題も発生しています。近年で

は、ポイ捨てされたプラスチックごみの海洋流出による生態系への影響が世界的にも懸念

されています。 

本町の美しい景観や住みよい地域環境を守るためにも、不法投棄は犯罪だという意識の

啓発、不法投棄させない環境づくりが必要です。また、町内から排出されたごみが不適切

コメントの追加  [野口30]: 食品ロス、フードバン

クに関する記述を追加しました。 

コメントの追加  [野口31]: 不法投棄件数の表を削

除しました 
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に処理されないよう、ごみの適正な排出と処理を徹底するなど、廃棄物による環境負荷を

低減させることが必要です。 

 

■これまでの取組 

 近年の海洋プラスチック問題を受け、適正に処理されないプラスチックがゼロとなるよ

う、令和元年に「しまもとプラスチックスマート宣言」を行いました。なお、不法投棄防

止パトロールを継続して実施しており、広報や町のホームページでの啓発も行っています。 

また、野外焼却（野焼き）については、住民等からの通報に応じて、現地指導を行って

います。また、不適正処理される廃棄物を減らすために、資源ごみの持ち去り行為に罰則

規定を設けるとともに監視パトロールを行っています。  

 

■目標 

 

 

 

指標 単位 計画当初 現況 目標 

不法投棄件数  件 142（注１） 77 0 

まちの清潔さに関する満足度（注２） ％ 72 － 95 

注１：島本町事務事業成果報告書より。  

注２：住民アンケートによる「満足」「やや満足」の合計割合  

 

■各主体の取組 

各主体 取組内容 

町 

○ポイ捨てしない意識の啓発 

 ポイ捨てや不法投棄の禁止について、広報、ホームページ等による啓発に努

めます。レジャーごみや家庭ごみのポイ捨てを防ぐために、幅広い広報効果

をねらった啓発・PR 活動を実施します。 

○不法投棄防止対策の推進 

 不法投棄の早期発見や監視・抑制効果を高めるために、不法投棄防止パトロ

ールを実施します。不法投棄が発生した場合は、廃棄物の処理及び清掃に関

する法律の規定による不法投棄の調査・告発等について、大阪府、高槻警察

署及び管理者と協議して対応します。 

○ごみの適正処理の推進 

 不適正処理を未然に防止するため監視・指導の強化を図るなど、廃棄物の適

正処理を促進します。 

ごみの適正処理を推進し、不法投棄確認件数を減らします。  
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各主体 取組内容 

住民 

○不法投棄の現場を発見した場合は、関係機関に連絡・相談しましょう。 

○ ごみ出しのマナーを守り、ごみ置場を清潔に保ちましょう。 

○野外焼却等による廃棄物の処分は行わないようにしましょう。 

○ペットのふん等は飼い主がきちんと始末しましょう。 

○空き地の土地管理者は、廃棄物を不法投棄されないように適正に管理しまし

ょう。 

事業者 

○産業廃棄物の排出事業者は、「排出事業者処理責任の原則」に基づき、産業

廃棄物の適正処理に努めましょう。 

○産業廃棄物の排出事業者や産業廃棄物処理業者は、マニフェスト※制度を適

切に運用しましょう。 

○産業廃棄物は適正な許可業者に処理・リサイクルを委託するなど、適正に処

理しましょう。 

○事業系ごみは決められた排出ルールを守り、排出者の責任において適切に処

理しましょう。 
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５ 健やかに暮らそう！安全・安心のまちづくり  

（生活環境の保全） 

 

 ＜SDGs と関連する内容＞  

・公害による健康被害を防止します 

 ・排気や排水の適正な処理を指導します 

 

(1)水環境の保全   

 

■現状と課題 

工場や事業場から公共用水域※に排出される排水は、水質汚濁防止法により規制されて

います。また、市町村は生活排水※による公共用水域の水質汚濁を防止する対策を行い、

住民はそれに協力する責務があります。 

 本町では、町内の河川や地下水、事業所からの排水などにおいて、水質調査を実施して

います。本町を代表する河川である水無瀬川や地下水は、環境基準※を概ね達成しており、

良好な水質が維持されています。また、公共下水道普及率は 9５ .７％（平成３０年度）で

あり、高い水準となっています。  

しかし、町独自の調査では水無瀬川において、河川の汚れの指標である生物化学的酸素

要求量（BOD）※の環境基準値を若干上回る地点がみられます。  

水環境は私たちが健康を維持する上でも重要なものであり、本町の誇りでもある「離宮

の水」や、美味しい地下水を次世代に繋いでいくためにも、生活排水対策をはじめ、でき

るかぎり環境に負荷をかけない暮らし方を心がける必要があります。  

 

■これまでの取組 

 水環境に影響を与える生活排水の処理について、公共下水道の普及に努めるとともに、

下水道に接続されていない地域での合併処理浄化槽転換に対し補助金を交付するなど、生

活排水処理率の向上に努めています。また、事業所等からの排水については大阪府と連携

して立入調査を行っています。 

 

■目標 

 

 

 

 

生活排水対策などを推進することにより、環境基準の達成の維持を目指します。  

コメントの追加  [野口32]: 水質汚濁防止法に関す

る記述を追加しました。  

大阪府の測定による水無瀬川（名神高架下）の

BOD75%のグラフを削除しました。  
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指標 単位 計画当初 現況 目標 

水無瀬川の BOD75％値  mg/L 
0.5 未満（注１） 

（H24） 

0.9 

（H29） 

環境基準の達成  

（2mg/L 以下） 

地下水の環境基準達成項目割合  

（概況調査）  
％ 

100（注２） 

（H24） 

100 

（H28） 
100 

公共下水道普及率  ％ 94.4 95.8 96.5（注３） 

注１：大阪府域河川等水質調査結果報告書（大阪府）より。  

注２：地下水水質測定計画に基づく測定結果（大阪府）より。  

注３：島本町淀川右岸流域関連公共下水道事業計画に基づく。  

 

■各主体の取組 

各主体 取組内容 

町 

○生活排水対策の推進 

 生活排水処理対策を進めるため、公共下水道への接続や合併処理浄化槽の設

置の普及促進を行います。 

○水質の監視・調査 

 本町の水質汚濁等の状況を把握し、水質汚濁の防止のため、河川水・井戸水・

事業所排水の分析を行います。また、大阪府等と連携し事業所等に対し、排

水測定の立入調査及び届出内容の確認を行います。  

○地下水の保全 

 地下水位の変動を観測し、今後の地下水資源の保全と管理を図るための基礎

資料を作成し、節水や雨水の有効利用を呼びかけます。  

住民 

○ 家庭でできる生活排水対策の実践に努めましょう。洗剤は適正量を使用し、

その排水を直接河川等に流すことのないようにしましょう。  

○公共下水道供用開始区域内での下水道への速やかな接続に努めましょう。 

○公共下水道の計画区域外では合併処理浄化槽を設置し、適正な維持管理に努

めましょう。 

○肥料や農薬の分量を正しく使用し、土壌からの河川・地下水汚染を防ぎまし

ょう。 

○水資源を有効活用するために、雨水の利用に努めましょう。 

事業者 

○公共下水道供用開始区域内での下水道への速やかな接続に努めましょう。  

○公共下水道の計画区域外では合併処理浄化槽を設置し、適正な維持管理に努

めましょう。 

○水質汚濁物質の排出削減に努め、排水基準の遵守に努めましょう。 

○水資源を有効活用するために、用水の循環使用、雨水の利用に努めましょう。 

 

コメントの追加  [野口33]: 洗剤の適正利用につい

て追加しました。  
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(2)大気・生活環境の保全   

 

■現状と課題 

本町では、庁舎に大阪府所管の大気汚染常時監視測定局が設けられ、二酸化窒素や光化

学オキシダント※などの大気汚染物質の測定を行っています。 

大気・生活環境は、私たちが安心して生活する上でも重要なものであるため、大気・生

活環境に関する情報の提供をはじめ、自動車による大気汚染・騒音対策や、事業活動に伴

う大気汚染物質・特定化学物質等の適正管理を推進していく必要があります。 

 

■これまでの取組 

大気環境に関して、光化学スモッグや微小粒子状物質（PM2.5）※に関する情報を町の

ホームページ等で提供するとともに、大阪府と連携して事業所への立ち入り調査を行って

います。また、騒音に関しては、町独自で測定を行っています。  

 

■目標 

 

 

 

指標 単位 計画当初 現況 目標 

大気汚染に係る環境基準達成項目  

割合（注１） 
％ 

50（注２） 

（H24） 
75 100 

自動車騒音の環境基準達成地点割合  ％ 
67（注３） 

（H24） 
67 100 

空気のきれいさに関する満足度（注４） ％ 82 － 96 

まちの静けさに関する満足度（注４） ％ 82 － 97 

注１：大気汚染に係る環境基準が設定されている測定項目は二酸化窒素、光化学オキシダント、浮遊粒

子状物質、微小粒子状物質。  

注２：大気汚染常時測定局測定結果（大阪府）より。  

注３：島本町事務事業成果報告書より。  

注４：住民アンケートによる「満足」「やや満足」の合計割合  

大気・生活環境の保全に努め、環境基準の達成を目指します。  

コメントの追加  [野口34]: 特定化学物質を追加し

ました。 
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■各主体の取組 

各主体 取組内容 

町 

○大気・生活環境に関する情報の提供 

 大気・生活環境の状況に関する情報について、ホームページや広報などで広

く周知します。 

○大気汚染物質等の監視・調査 

 大阪府等と連携し事業所等に対し、大気測定の立入調査及び届出内容の確認

を行います。 

○自動車による大気汚染・騒音の防止 

 安易な車の利用を控えるため、徒歩や自転車、公共交通機関、カーシェアリ

ングの利用を呼び掛けます。また、日常的にエコドライブを推進するととも

に、自動車を買い替える際には、低燃費・低公害車の購入に努めます。 

○化学物質に関する情報の提供 

 事業所から排出される特定化学物質について、国・府等がホームページなど

で公開している情報について、周知します。  

住民 

○日常生活における騒音・振動・悪臭の発生防止に努めましょう。  

○徒歩や自転車、公共交通機関などの環境にやさしい交通手段の利用を心がけ

ましょう。（再掲） 

○自動車を購入する際は、低燃費・低公害車への転換に努めましょう。（再掲） 

○自動車を運転する際は、エコドライブに努めましょう。（再掲） 

事業者 

○事業活動に伴う大気汚染物質の排出や騒音、悪臭、光害の発生防止に努めま

しょう。 

○自動車を購入する際は、低燃費・低公害車への転換に努めましょう。（再掲） 

○自動車を運転する際は、エコドライブに努めましょう。（再掲） 

 

コメントの追加  [野口35]: 項目を追加しました。 
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第 ４ 章 重点プロジェクト 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章の見方について 

 第４章では、第３章で掲げた施策・取組の中から重点的・優先的に取り組

むべきものについて示します。  

  

＜各重点プロジェクトにおける各項目の説明＞  

【ねらい】・・・・・・各重点プロジェクトの必要性、目的について記載して

います。 

【内容及び方法】・・・目的を達成するための取組内容及び方法を段階ごとに

記載しています。  

【実施イメージ】・・・各取組内容を実施していくための体制・流れを示して

います。 
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第３章の施策・取組の中で、重点的かつ優先的に取り組むべきものとして判断された施

策・取組を「重点プロジェクト」として位置づけ、本計画の実効性を確保するとともに、

施策全体の牽引効果を図っていきます。 

今回の中間見直しでは、現状の進捗を鑑み、一部修正を行いました。 

なお、計画見直し後に新たな提案があった場合は、適宜、内容変更や新たな重点プロジ

ェクトについて検討を行い、環境像の実現に向けて取り組んでいきます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１   かかししここくくななろろうう！！全全員員参参加加ププロロジジェェククトト   

 「（仮称）しまもと環境大学」の創設、環境学習プログラムの作成、環境イベント

の開催など、幼児・学生・成人など世代や各主体に合わせた学習を推進し、全員参

加の環境学習を展開します。 

２２   守守りりたたいい！！ししままももととのの水水ププロロジジェェククトト   

 本町のきれいな水を守り続けるため、地下水位観測や地下水かん養のための森林

保全など、地下水の水量を維持し、将来にわたり安定して利用するための施策を永

続的に推進します。また、“本気でゴミゼロの日”の制定など、意識啓発を図ります。 

３３   活活かかししたたいい！！ししままももととのの緑緑ププロロジジェェククトト   

 本町の恵まれた緑を維持・活用するため、町内の主な植生についての探索マップ

を作成し、マップを利用した探索会を実施するなど緑づくりへの参加を促進します。

さらに、住民の憩いと学びの場、そして生物多様性のモデル地域として、「（仮称）

しまもと里山公園」をつくります。 

４４   ししままももととででででききるる！！再再生生可可能能エエネネルルギギーーププロロジジェェククトト   

 本町に適した再生可能エネルギーを選択し、住民・事業者・町が全員協働のもと、

積極的に導入・拡大することで、町内のエネルギー自給率を高めていきます。 

５５   みみんんななででややろろうう！！ごごみみダダイイエエッットトププロロジジェェククトト   

 地域の食材を活用したエコクッキングやフリーマーケットの開催など、各種イベ

ントを通じてみんなで楽しみながらごみの減量化に関する啓発・ＰＲ活動を推進し

ます。 

 

 

重点プロジェクト 

コメントの追加  [野口36]: 基本方針と重点プロジ

ェクトの関係  

基本施策・取組みと重点プロジェクトの関係イメ

ージ 

削除しました。 
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１ かしこくなろう！全員参加プロジェクト 

 

■ねらい 

地球温暖化や廃棄物問題、身近な自然の減少など、現在の環境問題を解決し、持続可能

な社会をつくっていくためには、住民・事業者・町が積極的に環境保全活動に取り組むこ

とが求められます。学校や地域、企業での環境保全活動を活発にする基盤をつくるために

は、子どもから大人まで幅広く環境学習の機会を提供し、そのために専門的知識をもつ人

材の育成を図ることが必要です。  

そこで、住民一人ひとりが自主的・積極的に環境のことを学び、環境保全活動を主体的

に実施することができる人を育てていくことを目的とします。 

 

■内容及び方法 

●環境イベントの開催 

「（仮称）しまもと環境まつり」や、子どもと大人が一緒に学べるフォーラム、自然観

察会の開催など、イベントを通じてあらゆる主体が環境学習できる場や機会を創出します。

また、各イベントにおいて５つの重点プロジェクトの成果に関する発表会などを検討しま

す。 

 

●「（仮称）しまもと環境大学」の創設 

環境保全活動の担い手を育成するために、公開講座として「（仮称）しまもと環境大学」

（以下、「環境大学」といいます。）を創設します。 

環境大学では、講義だけでなく、体験型の環境学習を体系的・計画的に行うことで、様々

な環境問題に対する知識を持ち、環境保全活動を実践できる人材を育成します。 

 

●環境学習プログラムの作成 

 環境大学の受講生が中心となり、自然共生社会、低炭素社会、循環型社会、生活環境な

どに関する環境学習のプログラムや事例集を作成し、その利活用を図ります。  

 

 

 

コメントの追加  [野口37]: 段階（実施年度の目安）

を削除しました 

実施イメージを削除しました  

（以下同様） 
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２ 守りたい！しまもとの水プロジェクト 

 

■ねらい 

本町は、昭和 60 年に全国名水百選に選ばれた「離宮の水」や水無瀬川をはじめ、豊か

な水資源を有し、水がきれいで美味しいとされています。しかし、清掃活動や不法投棄監

視パトロールを定期的に実施しているものの、依然として河川の一部で不法投棄が見られ、

水質の悪化が懸念されます。 

このきれいな水を守り続け、将来にわたり安定して利用することができる水の保全を目

的とします。 

 

■内容及び方法 

●河川ごみマップの作成 

 河川ごみの散乱状況や、既存の清掃活動の実態を把握し、河川ごみマップを作成します。

このマップを参考に、計画的・体系的に河川ごみの清掃活動を推進します。  

 現状、しまもと環境・未来ネットの川美化グループ（水無瀬川の清掃・美化活動を行う

グループ）にて作成し、ワクワクしまもと環境学校で展示されています。  

 

●“本気でゴミゼロの日”の制定 

 河川ごみマップを活用し、子どもから大人まで住民全員が参加し、本気で河川の散乱ご

みをゼロにする活動を推進します。清掃活動の成果は、河川ごみマップに反映させ、ポイ

捨て防止・環境美化に関する意識啓発を図ります。  

 

  

 

 

コメントの追加  [野口38]: 「不法投棄パトロール

隊“ごみレンジャー”の創設」を削除しました。 

不法投棄パトロールについては、町で実施してお

ります。  
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３ 活かしたい！しまもとの緑プロジェクト 

 

■ねらい 

本町は、植生が豊かで風景も美しく、個人宅に花や樹を植えている人も多いことから、

緑豊かなまちと言えます。一方で、実際に山に入ると、荒廃やナラ枯れのほか、台風によ

る風倒木被害、竹林面積の拡大が進行しており、豊かな植生の劣化が懸念されます。  

このため、本プロジェクトでは、本町の緑づくりへの参加を促進し、住民の関心を高め、

緑づくりや生物多様性保全の担い手を育成することを目的とします。  

 

■内容及び方法 

●緑に関する基礎資料の活用と公開 

 町内の緑や自然の現状を知るために調査した資料や、関係機関で行った活動内容をホー

ムページや広報などで公開します。  

 現状、町内の植生等について調査した「環境基本調査」の概要を町立図書館に配架し公

開しています。 

 

●緑探索マップの作成 

 本町の代表的な植生区ごとに探索マップを作成し、本町の緑の現状を視覚的に分かりや

すく住民に情報公開します。 

 

●緑の探索会の開催 

 主要な植生地域の探索会を開催し、緑の関心を高め、緑を活かす活動への参加を促しま

す。また、緑の保全団体間の活動に対する理解と参加意欲を高めます。 

 

●「（仮称）しまもと里山公園」づくり 

 上記の活動状況や成果等を踏まえた上で、住民の憩いと学びの場、そして生物多様性の

モデル地域として、「（仮称）しまもと里山公園」を整備します。「（仮称）しまもと里山公

園」では、緑の探索のみならず、様々な重要な野生動植物とふれあえ、健全な生態系と生

物多様性が確保されたモデル地域として整備します。  
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４ しまもとでできる！再生可能エネルギープロジェクト 

 

■ねらい 

私たちの生活におけるエネルギー消費については、基本的な考え方として地産地消が理

想的です。そのためには、太陽光や水力などできるだけ多くの再生可能エネルギーの導入

について検討する必要があります。 

今後も多種多様な再生可能エネルギーの中から、本町に適したエネルギーを選択し、住

民・事業者・町が全員協働のもと、本町内のエネルギー自給率を高めていくことを目的と

します。 

 

■内容及び方法 

●再生可能エネルギーの導入方針の検討（公共施設） 

公共施設への再生可能エネルギーの導入について、太陽光、風力など各再生可能エネル

ギーに関する導入事例などを情報収集するとともに、最適な手法について検討します。 

 検討の結果、太陽光発電の屋根貸し事業や PPA など、初期費用負担が少ない方式を中

心に導入手法を検討することとしました。  

 

●再生可能エネルギーの導入促進（公共施設） 

 本町の再生可能エネルギー導入方針及び目標に基づき、計画的・体系的に再生可能エネ

ルギーの導入を促進します。 

 

●再生可能エネルギーの導入促進（民間） 

 公共施設で導入した再生可能エネルギーについて、その手法等を公開し、民間での再生

可能エネルギー導入を促進します。 

コメントの追加  [野口39]: 「再生可能エネルギー

導入可能性調査の実施」「再生可能エネルギーの

導入方針の検討」の 2 項目を統合しました。 

コメントの追加  [野口40]: 公共施設と民間で項目

をわけました。  
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５ みんなでやろう！ごみダイエットプロジェクト  

 

■ねらい 

本町では、広報や町内イベントなどを通じて４Ｒ（リフューズ、リデュース、リユース、

リサイクル）の取組を推進しています。一人一日あたりのごみ排出量は、大阪府内におい

て最も少ない状況となっています。ごみの減量化は、最終処分場※の負荷軽減や資源の有

効活用の他、温室効果ガスの排出削減や処理コストの削減など様々な相乗効果が期待され

ます。 

そこで、一人ひとりのライフスタイルを見直したうえで住民の意識の向上を目指し、４

Ｒ活動のさらなる活性化を図ることを目的とします。 

 

■内容及び方法 

●ごみを出さない取組（リデュース・リフューズ）の推進 

地域の食材を活用したエコクッキングのレシピの作成や生ごみの堆肥化など、日常的な

ごみ減量化のアイディアに関する啓発・PR 活動を実施します。 

また、マイバッグ運動や簡易包装を行うことで、ごみとなるレジ袋等の発生を回避する

などのリフューズにも取り組みます。  

 

●ごみの減量・再利用（リデュース・リユース）の推進 

 エコクッキングによるごみ減量化コンテストやフリーマーケット・物々交換会の開催な

ど各種イベントを通じて、『もったいない』や『お下がり』に関する意識を啓発し、２Ｒを

重視したライフスタイルの転換を図ります。 

 

●ごみの再資源化（リサイクル）の推進 

 ごみを資源化することの重要性やごみ処理の現状に関する情報発信を行うとともに、集

団資源回収を推進し、住民・事業者による資源化促進に向けた取組を進めます。 

 また、リサイクル率のさらなる向上に向けてリサイクルセンターの整備を検討します。

 

コメントの追加  [野口41]: リフューズの取組みを

追加しました。 

EM ボカシ作成会を削除しました。 



 

48 

 



 

49 

 

 

 

 

 

 

第 ５ 章 計画の推進 
 

第１節 推進体制 

第２節 進行管理 

第３節 財源の確保 
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第１節 推進体制 

１ しまもと環境・未来ネット 

本計画に掲げる「島本町が目指す環境像」を実現するためには、住民・事業者・町が協

働し、それぞれが主体的に取組を進めていくことが必要です。この３者のうち、住民と事

業者、特に住民が主体となって実践活動を行い、環境基本計画を進めるための団体として、

「しまもと環境・未来ネット」が設立されました。本計画は、このしまもと環境・未来ネ

ットと協働して推進していきます。  

 

２ 島本環境まちづくりチーム  

環境に関する取組は横断的・総合的に推進する必要があることから、島本環境まちづく

りチーム（以下「チーム」といいます。）にて施策の総合的な調整を図りながら推進して

いきます。チームでは、環境基本計画の毎年度の進捗状況について、事務局でまとめた各

課からの報告に基づき点検・評価を行い、島本町環境保全審議会に報告します。 

事務局は、町内の環境に関するデータ・情報を統合するとともに、各部局の取組につい

て把握、取りまとめを行い、チームや島本町環境保全審議会に報告します。 

 

３ 島本町環境保全審議会  

環境課題は多岐多様な分野にわたっているため、幅広く専門的な立場から意見を伺うと

ともに、審議・検討していくことが必要です。そこで、学識経験者や各種団体、住民等で

構成する島本町環境保全審議会に本計画の進捗状況を報告し、助言・提言を求めながら環

境施策を推進していきます。 

 

４ 国・大阪府・近隣市町等との連携  

 地球環境の保全は本町だけで解決できるものではなく、国・大阪府・近隣市町等との情

報交換や連携した取組が必要です。また、地球温暖化や生物多様性など、広域的な対応が

必要な課題に対しても、国・大阪府・近隣市町等と連携し、取組を推進します。 

 

５ 住民  

日常生活における環境への負荷を認識し、負荷低減のための取組を行い、地域の環境保

全に関する活動への参加に努めるとともに、町が実施する施策に協力します。 

 

６ 事業者  

 事業活動による環境への負荷を理解し、事業活動の実施に伴って発生する公害等を防止

するとともに、環境を保全するために必要な措置を講じ、また、町が実施する環境の保全

に関する施策に協力します。 
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第２節 進行管理 

本計画の進行管理は環境マネジメントの考え方に基づき、PDCA 方式により実施します。 

 

■ Plan＝計画 

本計画の策定・改定を行います。また、本計画に基づき、基本施策や各主体の取組、プ

ロジェクトについて実施計画を策定します。 

 

■ Do＝実施 

本計画及び実施計画に基づき、基本施策、各主体の取組、プロジェクトを実施します。 

 

■ Check＝点検 

①本計画の基本施策ごとに設定した指標および数値目標の状況を把握します。ただし、現

在設定している指標および数値目標では十分であるとは限りません。このため、実際に

活用する中で、より効果的な点検・評価が行えるよう、指標そのものを必要に応じて改

善していきます。 

②本計画の基本施策、各主体の取組、プロジェクトの進捗状況を把握します。 

 

■ Action＝見直し 

点検結果をもとに、必要に応じて計画、目標の見直しを行い、次年度の各施策・プロジ

ェクト等に反映します。 

 

 

 

第３節 財源の確保 

 本計画に掲げる施策を継続的に推進していくために、町は必要な予算の確保に努めます。 

特に、国・府等における環境保全に関する補助制度や支援制度の情報を幅広く収集し、

制度の積極的な活用に努めます。  

また、地域で環境保全活動を展開している活動団体等の活動を支えるため、ファンドの

創設などの仕組み等を検討します。 

 

コメントの追加  [野口42]: PDCA の図を削除し

ました。 
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資料編 
 

用語解説 

 

 

 

 
 

コメントの追加  [野口43]: 当初計画の策定経過、

住民アンケート結果等を削除しました  
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用語解説 

アルファベット  

●BOD 

⇒サ行【生物学的酸素要求量（BOD）】参照  

 

● IPCC 

国連気候変動に関する政府間パネル

（ Intergovernmental Panel on Climate 

Change）の略。人為起源による気候変化、影響、

適応及び緩和方策に関し、科学的、技術的、社会

経済学的な見地から包括的な評価を行うことを

目的として。1988 年に国連環境計画（UNEP）

と世界気象機関（WMO）により設立された組織。  

 

● ISO14001 

環境マネジメントシステムの公式認証基準を

規定した国際規格で、環境マネジメントシステム

を経営システムの中に取り入れ、環境に配慮した

経営を自主的に行っていることの証明。  

 

●PM2.5 

⇒ハ行【微小粒子状物質（PM2.5）】参照  

 

●SDGｓ  

⇒コラム【SDGs（持続可能な開発目標）】（P3）

参照 

 

ア行  

●アドプト・リバー・プログラム  

河川を「養子」、参加団体を「里親」に見立て、

住民が我が子のように愛情を持って河川の面倒

を見る。具体的には、地域団体、河川管理者、地

元自治体の三者で協定を結び、地域団体が河川の

美化活動を行い、行政がその活動支援を行う。  

 

●一般廃棄物処理基本計画 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第６条に

基づき定められた、市町村の一般廃棄物の処理量

見込みや発生抑制の方法などを示す計画。  

一般廃棄物とは産業廃棄物以外の廃棄物のこ

とであり「ごみ」と「し尿」に分類される。また、

「ごみ」は商店、オフィス、レストラン等の事業

活動によって生じた「事業系ごみ」と一般家庭の

日常生活に伴って生じた「家庭ごみ」に分類され

る。  

 

●エコツーリズム  

自然環境や歴史文化を対象とし、それらを体験

し、学ぶとともに、対象となる地域の自然環境や

歴史文化に責任を持つ観光のあり方。  

 

●エコドライブ  

自動車を発進する際に穏やかにアクセルを踏

み込むことや早目のアクセルオフなどの環境と

家計にやさしい運転方法のこと。  

 

●温室効果ガス  

大気を構成する気体であって、赤外線を吸収し

再放出することにより、温室効果をもたらす気体。 

地球温暖化対策の推進に関する法律第２条第

３項では、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、

ハイドロフルオロカーボンのうち政令で定める

もの、パーフルオロカーボンのうち政令で定める

もの、六ふっ化硫黄、三ふっ化窒素の７物質が定

められている。  

 

カ行  

●外来生物 

国外や国内の他地域から人為的（意図的、また

は非意図的）に導入されることにより、本来の分

布域を越えて生息、または、生育することとなる

生物種。外来種のうち、導入先の生態系等に著し

い影響を与えるものを特に侵略的な外来種と呼

び、これらは自然状態では生じ得なかった影響を

人為的にもたらすものとして問題となっている。 

 

●環境家計簿 

家庭で使用した電気や燃料の量などを毎月記

録し、その量を二酸化炭素排出量に換算し、自分

の家庭からの二酸化炭素排出量を確認できるよ

うにしたもの。この記録を通して、省エネルギー

や省資源に取り組むことができる。  

 

●環境基準 

大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染および騒

音に関する環境上の条件について、人の健康を保

護し生活環境を保全するうえで、維持することが

望ましい基準を行政上の目標として定めたもの。 

 

●環境基本計画 

環境基本法第 15 条に基づき、政府全体の環境

の保全に関する総合的・長期的な施策の大綱など

を定めている。21 世紀半ばを展望して、環境政

策の基本的な考え方と長期的な目標を示すとと

もに、その実現に向けて、21 世紀初頭までの国

の施策と地方公共団体、事業者、国民、民間団体
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に期待される取組みを体系的に明らかにし、各主

体の役割、政策手段のあり方などを定めている。 

 

●環境マネジメントシステム  

環境保全に関する取組みを進めるため、企業や

団体等の組織が自主的に設定した環境方針や目

標を達成するための体制や手続き等の仕組みの

こと。国際的な環境マネジメントシステムとして

ISO14001 がある。  

 

●グリーン購入  

環境への負荷が少ない製品やサービスを優先

的に購入することをいう。製品やサービスの選択

に当たっては、資源の採取から廃棄までのすべて

の製品ライフスタイルにおいて環境負荷が小さ

いこと、環境保全に積極的な事業者により製造、

販売されることなどを重視する必要がある。平成

12 年 5 月に「国等による環境物品等の調達の推

進等に関する法律」（通称：グリーン購入法）が

成立し、国の諸機関ではグリーン購入が義務付け

られたほか、地方公共団体にも努力義務が課せら

れ、事業者及び国民には一般的な責務があるとさ

れた。  

 

●景観 

人間が視覚で捉えた事物をいう。一般的には

「風景」と同じように使われているが、「風景」

は視覚で捉えた事物を見る人の心や感情や知識

等を介して主観的に捉えた場合に使われること

が多く、「景観」は視覚で捉えた事物を客観的・

科学的に捉えた場合に使われることが多い。景観

の主たる構成要素により、自然景観、文化的景観、

歴史的景観などに分類される。  

 

●公害 

環境基本法では、「事業活動その他の人の活動

にともなって生ずる相当範囲にわたる、①大気の

汚染、②水質の汚濁（水質以外の水の状態、また

は、水底の底質が悪化することを含む。）、③土壌

の汚染、④騒音、⑤振動、⑥地盤の沈下（鉱物の

掘採のための土地の掘さくによるものを除く。）

および⑦悪臭によって人の健康、または、生活環

境にかかわる被害が生ずることをいう」と定義さ

れ、この７公害を「典型７公害」と呼ぶ。  

 

●光化学オキシダント  

工場・事業場や自動車から排出される窒素酸化

物（NOx）や揮発性有機化合物（VOC）などが

太陽光線を受けて光化学反応を起こすことによ

り生成されるオゾンなどの総称で、いわゆる光化

学スモッグの原因となっている物質。強い酸化力

を持ち、高濃度では眼やのどへの刺激や呼吸器に

影響を及ぼすおそれがあり、農作物などにも影響

を与える。  

 

●公共用水域 

河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に

供される水域及びこれに接続する公共溝渠、かん

がい用水路その他公共の用に供される水路をい

う（下水道を除く）。  

 

サ行 

●最終処分場 

廃棄物を埋立処分する場所や施設・設備の総体

をいう。埋立の方式により遮断型、管理型、安定

型の 3 つに区分される。  

 

●再生可能エネルギー  

エネルギー源として永続的に利用することが

できる再生可能エネルギー源を利用することに

より生じるエネルギーの総称。具体的には、太陽

光、風力、水力、地熱、太陽熱、バイオマスなど

をエネルギー源として利用することを指す。  

 

●里地里山 

奥山自然地域と都市地域の中間に位置し、さま

ざまな人間の働きかけを通じて環境が形成され

てきた地域であり、集落を取り巻く二次林と人工

林、農地、ため池、草原などで構成される地域概

念のこと。  

 

●循環型社会 

大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会に代わ

るものとして提示された概念。循環型社会基本法

では、第一に製品等が廃棄物等となることを抑制

し、第二に排出された廃棄物等についてはできる

だけ資源として適正に利用し、最後にどうしても

利用できないものは適正に処分することが徹底

されることにより実現される、「天然資源の消費

が抑制され、環境への負荷ができる限り低減され

た社会」としている。  

 

●省エネルギー  

石油などの有限なエネルギー資源の消費を極

力少なくすること。エネルギーの有限性が叫ばれ

る中、事業活動や住民の日常レベルにおいて取組

みが行われている。  
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●植生 

ある区域に集まって生育している植物群とそ

の環境。 

 

●水源かん養機能  

森林が有している機能で樹木、落葉および土壌

の働きにより、降水を効果的に地中に浸透させ、

長期にわたり貯留・流下する機能で、洪水調整、

渇水緩和など河川流量の平準化を図る。  

 

●生活排水 

台所、洗濯、風呂などからの生活雑排水とし尿

とを合わせて生活排水という。生活雑排水は、下

水道や浄化槽等に接続している家庭ではし尿と

ともに処理をされるが、その他の家庭では未処理

のまま流されており、河川等の公共用水域の大き

な汚濁原因になっている。  

 

●生態系 

ある地域に生息する生物群集（同じ場所で生息

しているいろいろな種の個体群）とそれを取り巻

く無機的環境（気象・土壌・地形・光・温度・大

気など）をあわせたひとつのまとまり。  

 

●生物化学的酸素要求量（BOD）  

生物化学的酸素要求量（BOD：Biochemical 

Oxygen Demand）とは、水中有機物を好気性バ

クテリアが酸化分解するのに要する酸素量であ

り、代表的な河川の水質指標として用いられる。

値が高いほど有機物などが多量に含まれており、

汚濁度が高いことを示す。  

 

●生物多様性 

生物多様性条約など一般には、①さまざまな生

物の相互作用から構成されるさまざまな生態系

の存在＝生態系の多様性、②さまざまな生物種が

存在する＝種の多様性、③種は同じでも持ってい

る遺伝子が異なる＝遺伝的多様性、という 3 つの

階層で多様性を捉え、それぞれ保全が必要とされ

ている。生物多様性は生命の豊かさを包括的に表

した広い概念で、その保全は、食料や薬品などの

生物資源のみならず、人間が生存していくうえで

不可欠の生存基盤（ライフサポートシステム）と

しても重要である。反面、人間活動の拡大ととも

に、生物多様性は低下しつつあり、地球環境問題

のひとつとなっている。  

 

 

 

タ行 

●大気汚染 

代表的な汚染物質としては、硫黄酸化物、窒素

酸化物、一酸化炭素、浮遊粒子状物質、光化学オ

キシダントなどがあげられる。我が国では、1960 

年頃から三重県四日市市や倉敷市水島でコンビ

ナートからの硫黄酸化物による大気汚染が問題

となり、大気汚染防止法による排出規制と、公害

健康被害の補償等に関する法律による被害者の

救済がなされている。近年は、有害化学物質の排

出抑制対策も推進されている。  

 

●地下水かん養  

降水、河川水など地表の水が地下浸透して帯水

層に水が供給されること。  

 

●地球温暖化 

地球の気温は、太陽の日射熱と地球から宇宙へ

放出される熱を再度地表へ戻す温室効果ガス（二

酸化炭素、メタン、亜酸化窒素、フロンなど）に

よって一定のバランスを保ってきた。しかし産業

革命以後、化石燃料などの大量消費により温室効

果ガスの濃度が急激に増加したことでこのバラ

ンスが崩れ、地球の平均気温が年々上昇している。 

 

●低炭素社会 

究極的には、温室効果ガスの排出を自然が吸収

できる量以内にとどめる（カーボン・ニュートラ

ル）社会を目指すもの。そのためには、産業、行

政、国民など社会のあらゆるセクターが、その選

択や意思決定において、省エネルギー・低炭素エ

ネルギーの推進や、３Ｒの推進による資源生産性

の向上等により、二酸化炭素の排出を最小化する

ための配慮を徹底することを当然とする社会シ

ステムが必要である。  

 

●低公害車 

走行時に排出する大気汚染物質が少なく、周辺

環境への負荷が少ないとされる自動車のことで、

電気自動車や圧縮天然ガス自動車、ハイブリッド

自動車などを指す。  

 

●天然記念物 

学術上貴重で日本の自然を記念する動物（生息

地、繁殖地、渡来地を含む）、植物（自生地を含

む）、地質鉱物（特異な自然の現象の生じている

土地を含む）として文化財保護法（1950 年）に

基づき指定されたもの。これらの中には長い歴史

を通じて文化的な活動により作り出された二次



 

57 

 

的な自然も含まれている。なお、天然記念物のう

ち特に重要なものは「特別天然記念物」に指定さ

れる。天然記念物の現状変更や指定された天然記

念物に影響を及ぼすと考えられる行為は、全て規

制の対象となる。文部科学大臣が指定するものの

ほか、都道府県、市町村が条例に基づき指定する

ものもある。  

 

ナ行 

●二酸化炭素（CO2）  

炭素を含む物質の燃焼や生物の呼吸によって

発生するが、化石燃料の燃焼や熱帯林の減少など

に起因して年々増加している。太陽光線によって

温められた地表面から放射される赤外線を吸収

して大気を暖め、一部の熱を再放射して地表の温

度を高める「温室効果ガス」の一種。地球温暖化

の原因となる。  

 

●ノーマイカー運動（ノーマイカーデー）  

地球温暖化防止対策の一環として、自家用車で

はなく公共交通機関の利用を推奨するとともに、

エコドライブの実践を呼び掛ける運動のこと。  

 

ハ行 

●バイオマス  

飼肥料や発電の燃料などとして利用が可能な

生物由来の有機性資源のうち化石資源を除いた

もの。廃棄物系バイオマスとしては、廃棄される

紙、家畜排せつ物、食品廃棄物、建設発生木材、

黒液、下水汚泥などがある。主な活用方法として

は、農業分野における飼肥料としての利用や汚泥

のレンガ原料としての利用があるほか、燃焼して

発電を行う、アルコール発酵、メタン発酵などに

よる燃料化などのエネルギー利用もある。  

 

●微小粒子状物質（PM2.5） 

大気中に浮遊する粒子状の物質（浮遊粉じん、

エアロゾルなど）のうち、粒径 2.5μm（マイク

ロメートル：μm=100 万分の 1m）以下の小さ

なもの。健康への影響が懸念されている。  

 

●フードバンク  

食品企業の製造流通工程で発生する規格外品

や、規格外農作物など、まだ食べられるのに廃棄

される食品を引取り、福祉施設等へ無償提供する

活動及びその団体。個人からの寄附も受け付けて

いる団体が多い。  

 

●不法投棄 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」によっ

て定められた処理場以外（山や川など）に廃棄物

を捨てること。いわゆる「ポイ捨て」も不法投棄

に含まれる犯罪行為である。  

 

●防除 

生物による害を防ぐため、害を与える生物の進

入防止・個体数の管理などを行うこと。  

 

マ行  

●マニフェスト 

産業廃棄物の排出事業者が処理業者に処理委

託する際、不法投棄の防止や適正処理の確保を目

的に交付する管理票のこと。  

 

ラ行 

●緑化 

植栽や種まきによって、その土地の植物を増や

すこと。屋上や壁面に対して行う場合、それぞれ、

屋上緑化、壁面緑化などという。  

 

●緑地 

樹木や草などの植物が主体となっている空間

を意味するが、一般的には、都市地域の樹林地、

草地、水辺地、農地等植物のある空間に対して使

われる。都市計画などでは、普通緑地（都市公園、

墓地等）、生産緑地（農林漁業等の生産に利用し

ている土地）、準緑地（庭園、保存地）に分類す

る場合や施設緑地（都市公園、公共施設緑地）と

地域緑地（緑地の効用を発揮させるため各種法制

度により指定される緑地保全地区、生産緑地地区、

自然公園、保安林等）に分類する場合がある。
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