
島本町環境基本計画　中間見直し(案)に関するパブリックコメントの結果　（案）

令和２年１月２０日（月）～２月１８日（火）

役場など6か所に設置、町ホームページに掲載

持参、郵送、ファックス、町ホームページの意見フォームからの送付

３０件（１０人）

意見

No.
提出者 項目 ご意見 町の考え方

1 ⑩ 第１節

2ページ1節
「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。」について

この文章は全くその通りだと思うのですが、残念ながら計画の見直し全体にパラダイム
シフトが感じられません。「意識啓発」「努める」等々、これまでの延長線上のようなもの
ばかりで、すべてにおいて表現も内容も弱いです。
5年前に環境基本計画をうちだしたときとは比べ物にならないほど、気候危機は人類お
よび地球上のあらゆる生きものたちの生活をおびやかしています。

　ご意見として賜ります。

　今回は中間見直しということもあり、計画の基本

的事項については当初策定時のものを踏襲しており

ます。

2 ⑤ 第２節
関連計画

環境基本計画(案)に対する意見
１．Ｐ４　関連計画に「島本町緑の基本計画」は含まれていないのはなぜか。存在してい
ない扱いなのか。実際、改定もされていないのは行政として怠慢である。管轄が環境課
とは違うとはいえ関連が深い計画である。他市では同計画に位置付け特別緑地保全地
区に指定して生物環境を保全している。

緑の基本計画については、目標年次を平成30年とした
計画であり、現時点で改訂は予定していないため、関連
する個別計画に記載しておりません。
今後につきましては、他市町村の動向や、他計画等を踏
まえ、改訂の必要性を検討してまいります。

3 ⑤ 第３節
２．Ｐ５　計画の役割の記述が難解である。もっと平易な親しみやすい言葉で記述して
いただきたい。

　ご意見として賜ります。

　今回は中間見直しということもあり、計画の基本

的事項については当初策定時のものを踏襲しており

ます。

4 ⑤ 第６節

３．Ｐ７　基本方針５の健やかに暮らそう！安全・安心のまちづくり（生活環境の保全）に
対応する、重点プロジェクトが「５．みんなでやろう！ごみダイエットプロジェクト」だけで
は不十分。「身の回りにある化学物質の使用を減らす」ことを提案する。シックハウスを
引き起こす物質を含有する建材や香りの強い洗剤などで化学物質過敏症を発生させる
こともある。公園・庭などで使用される農薬による健康被害なども生じている。

　ご意見として賜ります。

　農薬等については、現状でも住民の取組として適

正使用を呼びかけています。

　なお、重点プロジェクトの番号と基本方針の番号

は対応しておりません。

意見
No.

提出者 項目 ご意見 町の考え方

5 ⑤ 第１節

４．Ｐ１０　計画策定時のパブコメ意見にもだしたが、「島本町が目指す環境像」に掲げら
れている「三川合流　しまもと」に違和感を持つ。三川合流は島本町域の一部であり、町
全域の地形・地勢を表しているとは言い難い。釈迦岳を源流とする水無瀬川こそが島
本町を表している。

　ご意見として賜ります。

　今回は中間見直しということもあり、計画の基本

的事項については当初策定時のものを踏襲しており

ます。なお、本環境像は、計画策定時に、町・住

民・事業者で構成された「しまもと環境住民会議」

において提案されたものです。

6 ① 第２節
基本方針②

環境基本計画案の策定、お疲れ様です。
基本的にＳＤＧSに基づいての作成には賛成です。
ただ１１ページの第２節の基本方針に「島本の宝」地下水を活かしたまちづくりを入れて
ください。
別項目にするのが難しいなら、基本方針２ 守り活かす！しまもとの自然と地下水、共に

暮らすまちづくり（自然共生社会） として、内容の中に書くだけでなく項目に表示し、
ぜひ強調して下さい。
よろしくお願いします。

　ご意見として賜ります。

　今回は中間見直しということもあり、計画の基本

的事項については当初策定時のものを踏襲しており

ます。

　なお、ご意見にあります「地下水の活用」につき

ましては、基本方針２の内容に包摂しております。

【第１章】　計画の基本的事項　P１～７

募集期間

資料の閲覧方法

応募方法

意見提出件数

※ご意見について、原則として原文どおり掲載していますが、分野別に並び替えを行っています。

【第２章】　島本町が目指す環境像と基本方針　P９～１２



意見
No.

提出者 項目 ご意見 町の考え方

7 ② 第２節
基本方針②

P11　第2節基本方針２
島本町の財産の目玉である自然と共生する社会は誠にに望ましいものと考える。
しかし、「シンボル河川」とうたう水無瀬川の状況について、私はほぼ毎日のように河畔
を歩きながら考えている。月に一度清掃活動をしてくださっているボランティアグループ
の方々には感謝しているが、数名では限界があろう。私もせめて暖かくなれば参加させ
ていただこうと考えているが、指手橋から上流の集落辺りまでしか行かないが、そのあた
りから調子橋までの間だけでも川には多数の空き缶が沈み、ペットショップ、ビニール袋
等々ゴミが目につく。そしてまた、最近ことに目に付くのは、テニスコートから外れたテニ
スボールが多い時には１０個以上も川の中にある。これは、環境問題のみならず、あれ
を見ながら登校する子供たちはどう思っているのだろうかと気にかかる。町が率先して
美化に努めて頂かないことには水無瀬川が泣いている。空飛ぶ宝石と言われるカワセミ
が棲みまた多種多様な生き物や鳥たちが生きる川に相応しい環境を守りましょう。

　ご意見として賜ります。

　河川内の管理については、大阪府茨木土木事務所

が管轄であることから、今後も連携して環境保全に

努めるとともに、不法投棄の防止に努めてまいりま

す。

　また、大阪府アドプト・リバー・プログラムに参

加し、水無瀬川でアドプト活動をされている「アド

プト・リバー・水無瀬川」の活動について、広報掲

載を行うなど今後も協力してまいります。

9 ② 第２節
基本方針③

P12基本方針３

関連施設の電球をLEDに換えていっているのは承知するところですが、フランスでも高
速炉から撤退するなど世界に流れは脱原発に向かっています。近隣市町でも再生可
能エネルギーの電気に切り替えられてもいます。島本町も早急に各学校、町役場等か
ら再生可能な電力に切り替えて頂くよう望みます。

今後、電力事業者への発注にあたって、光熱費を抑制
しながら、再生可能エネルギーを電源とした電力に切り
替えることが可能かどうかを、他団体の事例等も参考に、
調査、研究してまいりたいと考えています。

10 ③ 第２節
基本方針⑤

12ページ

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） 
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、とありますが、たと
えそうであっても、状況は変化していると思います。平成29年を境に、水無瀬川の水質

は悪化傾向（BOD等）にあります。また、黄砂やＰＭ2.5など、国外からの影響も受けや
すくなっています。数値だけを根拠にするのではなく、社会情勢も踏まえた記述が要る
と思います。

　ご意見として賜ります。

　水無瀬川の水質につきましては、大阪府による公

共用水域の水質等調査においても、環境基準との比

較値であるBOD75%値は0.5（H28）、0.9

（H29）、0.6（H30)と推移しており、現時点で悪

化傾向にあるとは言えません。また、PM2.5につい

ては、平成25年度以降はゆるやかな改善傾向にある

との環境省のデータがあり、本計画の策定時から状

況が大きく悪化しているとは考えておりません。

意見
No.

提出者 項目 ご意見 町の考え方

11 ⑤ 第１節
１　町の役割

５．Ｐ１４　町の役割について、「自然環境破壊を防ぐ・公害防止を行う」を入れることを求
める。

「良好な環境を保全・創出」するという語義には、当然む
やみな自然環境破壊を防ぎ公害を防止するという意味が
含まれます。

12 ⑤
第１節
３　事業者の
役割

６．Ｐ１４　事業者の役割について、公害防止のための環境保全協定を町及び周辺住
民と締結すること。

　環境保全協定を締結することにより、法令で規制されて
いる項目以外の部分での事業者の自主的な規制等が期
待できます。一方で、協定により事業者の事業活動を制
限するものでもあるため、その運用は慎重を要します。
　今回の見直しでは、協定締結を事業者の役割に新た
に盛り込む予定はございません。
　今後、他自治体での事例等を研究してまいります。

【第３章】　施策の展開　P１３～４０

8 ⑦ 第２節
基本方針②

11ページ。「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）には次のようにある。

 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。

しかし、現実にはJR島本駅西側の開発が優先され、貴重な都市農地が消えかかって
いることは誰もが知っている。島本町の住環境の最大の危機である。現実と基本計画の
ギャップは深刻である。きれいな言葉だけ並べれば、環境基本計画になるのか。そもそ
もが間違っている。

23ページ。「農林業の振興 」には次のようにある。

 町内の農林産物の PR や地産地消の推進、・・・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。
JR西側の農地は 「地産地消」農産物の供給地であり、比較大きな市民農園もある。し
かし開発でつぶされる。この現実が基本計画に対するもっと雄弁な評価である。

　42ページ「３ 活かしたい！しまもと 緑プロジェクト」には次のようにある。

  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。
このように述べるなら、JR西側の農地を保存し、まちなかにある緑の里山公園にしては
どうか。目の前にある緑をつぶして、いかなる計画も意味をなさない。以上。

　ご意見として賜ります。

　JR島本駅西地区につきましては、JR島本駅西土

地区画整理準備組合に対し、引き続き農地として所

有される権利者に、都市農地の保全と活用に向けた

取組について検討していただくよう、要望書を提出

しております。

　その他につきましては、今後のまちづくりの参考

とさせていただきます。
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13 ⑤ 第２節
７．Ｐ１５　環境学習　(1)学校園所における環境学習の推進には具体的に「島本の自然
を活かした保育・教育に取り組む」を入れる

　本町の自然環境を生かした保育・教育については、第
３章第３節１(1)学校園所における環境学習の推進のう
ち、「郷土の環境を活かした環境学習の推進」として掲げ
ております。

14 ⑤ 第２節 ８．Ｐ１５　生活環境の保全　「（３）化学物質等による影響調査や情報提供」を入れる

　化学物質等による影響調査に関しては、高度に専門的
な知見が必要であることから、町単位で取り組むものでは
なく、国等によりその影響が調査されるべきものと考えま
す。
　「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理
の改善の促進に関する法律（PRTR法）」及び「大阪府生
活環境の保全等に関する条例」に基づき、事業者から排
出される化学物質について、事業所ごとの排出量を国や
府が把握しています。これらのデータはウェブサイト等で
公開されていますので、情報提供として、これらの周知を
行う旨を「第３節５（２）大気・生活環境の保全」の町の取
組みに追記します。

15 ⑤

第３節
１（１）
各主体の取
組

９．Ｐ１７　地域住民が実施している自然観察会などの情報提供を行ってほしい。例とし
て島本・緑と水を守る会の活動

　住民団体等で行われる行事を町が事前に把握し、情
報提供を行うことは困難であり、その広報は各団体にお
いて行われるものと認識しています。
　なお、広報しまもと「みんなのひろば」では住民団体に
よる活動を掲載することができますので、ご利用くださ
い。

16 ②

第３節
２（１）
各主体の取
組

P24「各主体の取り組み」－「民」

「間伐材などを利用した製品や有機農産物の購入に努めましょう」とありますが、先ず私
が知る限り町内で生産された有機農産物が概ね常時購入できるのは２ヶ所で、後日役
場に確認したいと思いますが、間伐材などを利用した製品や有機農産物が販売される
常設の施設が必要と考えます。
有機農産物のみの販売ではないようですが、生産者の方々が昨年末から山崎の松原
公園で月に２回市を開いておられます。偶然すっきりしない天候の日が多いのですが、
朝から野菜をどの程度収穫してくるか、果たして雨で流れたらどうするか等々、ご苦労
が多い事と思います。
是非常設の販売所を設置して下さい。

　町内には、専業で農家をされている方がおられないた
め、収穫できる農産物等にも限りがあり、また、常設販売
を担える場所や人材の確保が難しい状況ですが、今後も
町内で生産された農産物等が多くの消費者に購入して
いただけるように、やさい朝市の開催回数や開催場所に
ついて、検討してまいります。
　なお、間伐材などの利用については、公共建築物にお
ける木材の利用の促進に関する基本方針の制定等を検
討し、前向きに検討してまいります。

17 ②

第３節
２（１）
各主体の取
組

そしてまた学校給食の野菜は身土不二の、島本町でとれたものを使ったものにして自
給率も上げていってください。
ひいては「農」とまでいかなくとも、野菜を作ってみたい耕作人口も増えて高齢者になっ
ても健康的な暮らしをする人も増え、医療保険も減額するはずです。

　本町の学校給食は、農家の方にご協力いただき、新米
の時期には島本町産の新米を給食で提供しています。
　また、毎年４月頃には島本町産たけのこを給食で使用
し、子どもたちが地元でとれた旬の食材に触れることがで
きるよう努めております。
　ファミリー農園など農とふれあう機会の確保についても
推進してまいります。

18 ⑥
第３節
２（２）
現状と課題

24ページ、(2)生物多様性の保全、の現状と課題について。

この5年間で生物多様性の劣化はさらに進行していることが明らかになってきています。
特に、鳥や昆虫では全体のバイオマスが減少していることがはっきりしてきました。これ
は、絶滅の危機が希少種だけにとどまるものではなく普通種にまで及んでいることを意
味しています。
一方、今回の見直し案においては、生物多様性の低下について、重要な野生生物の
みが問題であるかのように読める記述があるのは、少々時代遅れであるように思われま
す。一段落目の「重要な野生生物の生育・生息場所が消失し」の部分は「普通種を含
む多くの野生生物の生育・生息場所が消失し」と表現を強めるべきだと思います。
また次の段落では、対策として必要なことが列挙されていますが、生物、特に動物のバ
イオマスを維持するために重要な要素である「生息地の保全」が記載されていないこと
は望ましくないと考えます。「重要な野生生物の保護」の前に、「森林、農地、ため池と
いった多様な生息地を保全することで、普通種を含む動植物の個体数を維持し、」と
いった表記が必要です。

　普通種の保全及び生息地の保全について追記しま
す。

19 ⑤

第３節
２（２）
各主体の取
組

１０．Ｐ２２、２３、２４に係って、町が実施する公共工事及び都市計画開発事業（ＪＲ島本
駅西地区開発事業など）において水と緑・生物多様性の保全に影響するにもかかわら
ず、対応がなされていない。環境アセスメントも実施されないのは町の不作為に等し
い。
民間開発事業において例えばヒメボタル（大阪府の準絶滅危惧種）などの生息環境が
保全されない実態があるにも関わらず対策が皆無である。生物多様性の保全・創出ガ
イドラインをもっと活用して啓発・指導していただきたい。

　環境アセスメントについては、環境影響評価法に基づ
き適切に運用されているものと認識しています。JR島本
駅西地区につきましては、同法に定められる環境影響評
価が必要な事業規模には該当しておりません。
　また、生物多様性保全・創出ガイドラインについては、
町の事務事業における環境配慮指針を示したものであ
り、事業者への規制を行うものではありませんが、民間事
業者においては、同ガイドラインを尊重し事業を進めて
いただくよう啓発を行っております。



意見
No.

提出者 項目 ご意見 町の考え方

20 ⑩
第３節
３（１）
目標

せっかく見直すのですから、CO2排出量削減の大胆で具体的な数値目標を設定してく
ださい。

例えば、28ページ３（１）目標「二酸化炭素排出量目標が10パーセント削減」はこのご時

世ありえません。2050年二酸化炭素実質ゼロとすべきでしょう（2月3日時点で55の自
治体がすでに表明）。島本の値は国の削減目標値とほとんど同じレベルなのでしょう
が、そもそもの国の目標が産業革命以来の気温上昇3?4度を許すレベルのものだとも

いわれています。1度上昇しただけでこの気象災害の激甚化です。1.5度までに抑えな
いと大変なことになる、というのはもう世界の常識です。真剣に二酸化炭素排出削減に
取り組む姿勢及び危機感を、実質ゼロ設定することで示してください。

　本計画の目標年度は令和6年度（2024年）であることか
ら、目標値は短期目標としています。長期的な目標値は
次回改定時に計画期間も含めて検討することとなります。

21 ⑩

第３節
３（１）
各主体の取
組

29ページ取り組み
語尾が「心がけましょう」「努めましょう」は弱いです。もっと強い表現に。

　住民・事業者の取組内容については、町からの呼びか
けであるため、～しましょう、という語尾となっています。こ
れについては、他項目とも統一しております。

22 ⑩
第３節
３（２）
目標

30、31ページ目標　太陽光発電システム

住民の割合だけでなく、町有施設のエネルギー自給率の現状を示し、目標年度と数値
を具体的に示してください。目標数値ももっとあげてください。

　町有施設のエネルギー自給率については、約３％です
（H30年度、役場庁舎、太陽光発電）。町有施設のエネ
ルギー自給率目標値については、導入可能性を調査し
たうえで目標数値を設定すべきであると考えます。そのた
め現時点では町有施設におけるエネルギー自給率の目
標は設定しておりません。
　住民における太陽光発電システム・太陽熱利用システ
ムの利用率に関しては、民間調査会社によると国内での
住宅用太陽光発電普及率は6％（2018年度）程度といわ

れており、2030年度時点での普及率は9.7％程度と見込
まれています。また、本町では全国平均に比してマンショ
ンが多く、太陽光発電設備の普及という点で見た場合、
決して恵まれた条件ではありません。現状の「太陽光発

電を利用している住民の割合　20%」という目標数値は、
決して低いものではないと考えます。

23 ⑩
第３節
４（１）
各主体の取
組

33ページ４（１）
各主体の取組

島本町の温室効果ガス排出の特徴は、ほとんどすべてが電気使用と廃プラスチックの
焼却での二酸化炭素排出による、というものです。ですから、ゴミ削減は早急に着手す
べき課題です。ゴミ削減にはゴミの有料化が有効です。せめてゴミ有料化を検討する、
という文言をいれるべきだと考えます。

　一般廃棄物に関する項目は、別途「一般廃棄物処理
基本計画」にて定めております。ごみの有料化に関して
は、ごみ減量につながる取組ではありますが、住民のみ
なさまに新たな負担が発生することや、実施後における
不法投棄の増加が予想されるなど、実施にあたっては慎
重な議論が必要であると認識しております。

　なお、ご意見にあります「島本町の温室効果ガス排出」
については、町の事務事業から排出される温室効果ガス
のことと推察いたしますが、本項目における温室効果ガ
スの排出量については、町域内より排出される温室効果
ガスの推計値であり、その排出源の構成は当然町の事
務事業より排出される温室効果ガスとは異なりますのでご
留意ください。

24 ⑨

第３節
４（２）
各主体の取
組

35ページ、ポイ捨てしない意識の啓発について
「ポイ捨て」という言葉を用いずに、「不法投棄」のみを統一して使用した方がよい。「ポ
イ捨て」という語感が軽微な印象を与えるため、犯罪ではないとの認識を生み、レジャー
ごみや家庭ごみが安易に不法投棄されているのではないかと思う。
特に海洋汚染の一番の原因であるタバコの吸い殻(フィルター等が側溝から下水を通じ

て川に流れ、海へと到達する)は、町中至る所に不法投棄されている。不法投棄件数が

77件しかないなんてことは絶対にないはずだ。
本町にはポイ捨て防止条例といったものもなく、「ポイ捨て」という語を用いなければなら
ない理由はないはずだ。

　「ポイ捨て」という語につきましては、「不法投棄」という
語では産業廃棄物の不法投棄等、おおがかりな事案を
想像してしまい、住民のみなさまに身近に感じていただ
けない可能性が高いことから、「ポイ捨て」という一般的な
語を使用しています。
　不法投棄件数につきましては、本町が実施している不
法投棄監視パトロールで確認された件数となっており、た
ばこの吸い殻等については件数に含まれておりません。

25 ③

第３節
５（１）
各主体の取
組

37ページ

1)水環境の保全

生活排水対策の推進 水質の監視・調査
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、とあり、まさに
その通りだと思います。
しかしながら、めざすところは「環境基準の達成の維持」ではなく、生物多様性、種の健
全な保全、ヒトの命と暮らしの安全安心ではないでしょうか。この目標の設定では、基準
を守っていればよいという誤解を招きます。

　ご意見として賜ります。
　環境基準につきましては、「人の健康の保護及び生活
環境の保全のうえで維持されることが望ましい基準」とし
て定められたものであり、この基準の達成の維持により、
ご意見にございます「生物多様性、種の健全な保全、ヒト
の命と暮らしの安全安心」が守られるものと認識しており
ます。



意見
No.

提出者 項目 ご意見 町の考え方

26 ③ 第３節
５（１）

生活排水対策の具体的な内容に次のような視点を加えてください。生活排水は排出源
が小規模であることから、産業排水のような規制が難しいという問題があります。1990年
の水質汚濁防止法改正で初めて生活排水対策が盛り込まれたと認識しますが、まず、
このことを記述してください。

現状と課題に水質汚濁防止法に関して追記します。

27 ③

第３節
５（１）
各主体の取
組

石油から合成された石油系界面活性剤が含まれる市販の合成洗剤が、水質汚染の一
番の原因と考えられて久しいのに、一向に取り組みが進んでいません。プラスティック
同様、合成洗剤等の使用についてもスマート宣言を行い、重点的に取り組むべきでは
ないでしょうか。
生活排水対策推進要綱を策定し（条例制定ならなおのことよい）、啓発的措置や住民
の努力義務を定め、官民協働で取り組みたい。産業排水は企業努力などで減らすこと
ができますが、生活排水は住民一人ひとりが意識して抑えていかない限り、減少に転じ
ることがありません。食べ物を残さない、油汚れは拭き取る、洗剤は適切なものを適量
使用する、など、身近でできることの積み重ねが必要、記載をお願いします。
名水百選に選ばれた「離宮の水」を有し、「水と緑のまち」と称する島本町が生活排水と
水質環境問題に無関心でいられるはずがありません。滋賀の住民が琵琶湖を「石け
ん」で守ろうとしたように、島本町においても重点的に取り組んでいかなければならない
と思います。京都・美山では、まちぐるみで石けん製品の普及を進めた結果、水辺に蛍
が戻ってきたそうです。合成洗剤から石けんへ。可能な限り生分解率の低いものが排
水に混じることがない生活スタイルをめざす実践的な学習の積み重ねが必要です。そ
いういったことを推進するための記述をお願いします。

　合成洗剤と石けんについては、どちらの環境負荷が高
いかを一概に言えるものではありません。また、それらを
使用した際の排水が、公共下水道や合併処理浄化槽に
流入し、適正に処理されている場合は、公共用水域への
影響は低いと考えられます。
　ただし、汲み取り世帯や単独処理浄化槽使用世帯、ま
た屋外での洗車等による洗剤使用については、未処理
のまま公共用水域に流れ込み、水質汚濁の原因となるこ
とが考えられるため、各主体の取組の住民の項目１を変
更し、洗剤の適正使用等について追記します。

意見
No.

提出者 項目 ご意見 町の考え方

28 ④

１節
１　しまもと環
境・未来ネッ
ト

（全体について）
＜「しまもと環境・未来ネット」の見直し＞
当初、「しまもと環境・未来ネット」が作られたときは、「おもしろそう」と思い期待を寄せま
したが、実体は違いました。
現に休眠に近い部会もあるようです。見直しの時期ではないでしょうか。
兵庫のエコフォーラムに参加したことがありますが、そこでは小さなサークル・グループ
が生き生きとしていました。
島本町は、ほかの分野でも思いますが、組織の作り方・考え方が形式主義（官僚的）で
す。町が組織を認定し、認定した団体のみ重視し頼る傾向があります。
環境・未来ネットにすべてを集中するのでなく、いろいろな会やグループを巻き込んで
いく手法に変えたほうが良いです。グループのニーズも多様化しています。グループ目
線に立って、グループに必要な情報やノウハウ等の提供を行い、グループを育てていく
という方向が必要です。…町の方針と合う・合わないというような狭い度量ではなく、いろ
いろなグループが生き生きと活動できるよう援助していくという発想に転換すべきです。

29 ⑩

１節
１　しまもと環
境・未来ネッ
ト

50ページ　推進体制

しまもと環境未来ネットはほとんど形骸化しているのではないでしょうか。一度スクラップ
して、他の町内の団体に補助金を振り分ける、新しく募るなどされてはいかがでしょう。
そのほか、しまもと緑と水を守る会、森のくらぶ、里山くらぶなど、環境にかかわる住民
団体は複数あります。これらを体制に組み込めるよう、関係団体と協議をしたうえで、こ
こに加えるべきです。

意見
No.

提出者 項目 ご意見 町の考え方

30 ⑧ 全体
・ヒートアイランド現象抑制の為に、水田の存続、運用を推進するべき
・電力消費抑制の為、イルミネーションをやめるべき

　今後も引き続き、農地等の保全に努めてまいります。
　イルミネーションについては、消費電力の省力化のた
め、LED電球を使用しています。

【第５章】　計画の推進　P４９～５２

　ご意見として賜ります。
　なお、しまもと環境・未来ネットにおいては、団体会員の
枠もございますので、グループでしまもと環境・未来ネット
にご加入いただく方法もございます。
　また、、しまもと環境・未来ネット以外にも、フォレスト島
本やNPO法人島本森のクラブ、島本里山クラブなど、
様々な環境系団体と連携し、町の環境保全にご協力い
ただいております。

その他のご意見


