
環境保全審議会　委員意見照会の結果と考え方
提出者 該当箇所 ご意見 考え方

④ １章１節

・「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」というキーワードを、　ｐ２の背景あたりに、盛
り込めればありがたいです。　勝手な希望ですので、反映いただかなくて大丈夫
ですが、一案つくってみました。
　＜3パラ目＞
・・・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上
で、・・・

ご意見のとおり追加します。

① １章２節
関連計画　地球温暖化対策実行計画　、生物多様性保全・創出ガイドライン
を入れたらいかがですか。

ご意見のとおり追加します。

④ １章２節
●計画の位置づけ（ｐ４）
　上位計画等の（府）の箇所に、「環境基本法」と並びをとる形で、「大阪府環境
基本条例」を追記いただければと思います。

ご意見のとおり追加します。

⑤ １章２節

2. 各ページに対する指摘
第2 節（Page4）
・関連計画に「生物多様性創出ガイドライン」を入れてください。（Page25 に出て
きます）。

ご意見のとおり追加します。

⑤ １章２節 ・関連計画に第四期島本地球温暖化対策実行計画」をいれてください。 ご意見のとおり追加します。

① １章５節
図の中心部の環境学習のところに、児童生徒の環境教育の充実　について入
れてほしい。

この図は大枠を示すものであり、
個別事項については第３節１（１）
に記載があることから、ここには記
載をいたしません。

③ ２章１節

・島本町が目指す環境像
「トカイイナカ」の現状の良いところは自然が身近に感じられるところにありますが、
交通の利便性も高いことから市街化が進みつつあり、周辺部の里山も開発され
てきています。ところが高齢化によって買い物や公共交通手段とう の便利さは
遠のきます。
「集約型の市街構造」が提唱されていますが、この考え方には自然環境の保全
につながることも多くあると思いますので、どこかに取り上げられないか？たぶん
都市計画基本計画でいれるものかも。

ご意見として賜ります。
都市計画に係る意見のため、担
当課と共有いたします。

⑥ ２章１節
変に逆説的な二重否定表現になっているが、素直に「･･･同意する住民は多い」
とか「多くの住民は賛同する」とかの表現の方がよいのでは？

今回は中間見直しであるため、基
本方針等については、当初計画
を踏襲します。

② ２章２節 ・環境学習について、SDGsの17を加えてもいいのではないか。 ご意見のとおり追加します。

④ ２章２節

●SDGｓのマーク
・基本方針１の「環境学習」に関連するマークは、幅広く付ければいいかなと思い
ます。　ｐ６の対象とする環境の範囲の図をみると、環境学習は低炭素社会など
のほかの全ての項目を包含しているように見えるので、
ほかの項目に付けたSDGｓマークをすべてひろったらどうかなと思います。　特
に、１５番の「陸の豊かさ」は追加した方がよいのではないかと思います。

ご意見のとおり追加します。

④ ２章２節

・基本方針２の「自然共生社会」に関連するマークには、
ぜひ、１１番のまちづくりのマークを付けていただきたいなと思っています。（１１．
４、１１．aのターゲットが関連すると思っています）
貴町は、自然を取り入れたまちづくりをされていることが一番の特徴かなと勝手
ながら思っておりまして、この特徴は、「自然共生社会」と「まちづくり」を関連付け
ることにより、表現できるのではないかと考えるためです。

ご意見のとおり追加します。

⑥ ２章２節

「かしこくなろう」という表現は、現状は「かしこくない」という意味にとれ、いささか
上から目線的に受け止めてしまう。
「学ぼう！」とか「知ることからはじめよう！」（方針３と同じような言い回しだが）な
どのほうがしっくりすると思う。

今回は中間見直しであるため、基
本方針等については、当初計画
を踏襲します。
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環境保全審議会　委員意見照会の結果と考え方
提出者 該当箇所 ご意見 考え方

⑥ ２章２節

記載されている内容は実に共感できるものであるが、一方で桜井地区などの再
開発方針や、住民請求のあった高さ制限条例の否決など、町行政や議会の動
きにギャップを感じる。勿論、地権者の権利保護の必要性は理解するが、このま
までは里山の景観は消失しそうに思う。

ご意見として賜ります

① ３章１節 町の役割　学校教員への環境教育指導研修を行う　を入れてほしい。

この役割は大枠を示すものであ
り、個別事項については第３節１
（１）に記載があることから、ここに
は記載をいたしません。

⑥ ３章３節

現況年度や目標年度ではあくまで年度（令和XX年とか２０XX年）を示す表現と
読んでしまう。そのため例えば本項で「１５」と書かれると令和15年のことかと思っ
てしまう。この場合はあくまで「現況」値であり、「目標」値のことであるので、単に
「」「目標」とすべきでは。また枠外に計画当初はH25、現況年度はR1,目標年度
はR6の値を示す　と小さく付記されているが、何故かP38記載表 公共下水道普
及率のみ（R6）と赤字で大きく付記されている。判りやすいのは当初(H25)、現況
（R1）、目標(R6)と示すこと。本当は西暦年のほうがなおよいのだが、相変わらず
元号表記が標準のようなので、これは致し方なしか。

年度表記については、基本的に
元号を使用しています。
表を修正しました。

①
３章３節
１（１）

各主体の取組　事業者　〇３　環境学習教材の開発・提供に協力しましょう　と
ありますが、農地そのものが学習教材であり、森、林、川そのものも学習教材で
す。農地、森林を保全して維持していくことこそが学習教材の提供になると思い
ます。都市農業を積極的に維持発展させることが国でも言われていますが、島
本ならではの地産地消も肌で触れることのできる学習教材です。

ご意見として賜ります
なお、本町の自然を活かした教
育については、町の取組として
「郷土の環境を活かした環境教
育の推進」としてあげております。

⑤
３章３節
１（１）

（Page16）環境学習
H30 進捗状況ではアマゴ釣りが実績として記載されているが、これは環境学習と
いうのには無理があると思います。水無瀬川の在来種を捕獲、観察するならわ
かりますが。

各年度の進捗状況確認時に参
考とさせていただきます。

⑤
３章３節
１（１）

第3 節（Page17）
・2014 年以降の話題として「都市農業振興基本法」が2015 年に作成され、都
市農業を積極的に評価し維持させることが重要であるということが国の方針とし
て示されています。当法第15 条（農産物の地元での消費の促進）ならびに第
16 条（農作業がたいけんできることができる環境の整備）を受けて町の取り組み
内容として「環境学習に資する都市農地の維持」「地産地消（学校給食など）」を
いれて欲しいと思います。また町になるか事業者になるかわかりませんが市民農
園（ファミリー農園）の維持、発展も欲しいです。

第３節２（１）に、都市農業や地産
地消について追記します。

①
３章３節
１（２）

現状と課題　8行目　町全体の環境学習を推進し、あらゆる場に於いて、あらゆ
る機会をとらえて、環境保全活動に繋げていくことが必要です。

「あらゆる場面で、環境保全活動
に…」と文言を修正します。

①
３章３節
１（２）

しまもと環境・未来ネット　について、どのような活動をしているのか、具体的に住
民は理解しているのか？私はよく知らないが、一つの任意団体の名前を挙げる
ほど活動がなされているならもっと具体的な情報を欲しい。

しまもと環境・未来ネットについて
は、この環境基本計画を住民の
立場から推進していくために結成
された団体であり、第５章１節に
記載があります。
なお、団体の詳しい活動について
は団体HPをご覧ください。

①
３章３節
１（２）

各主体の取組　住民　〇４　環境や他人に迷惑をかけない意識を高めるために
この文言は消極的で良くない。環境保全に役に立つ意識を高めるために

「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…」と文
言を修正します。

⑤
３章３節
１（２）

（Page19)
・先ほどの「都市農業振興基本法」に従い、町になるか事業者になるかわかりま
せんが都市農地に対する市民農園（ファミリー農園）の活用、維持発展も欲しい
です。

第３節２（１）に、都市農業や地産
地消について追記します。

⑥
３章３節
１（２）

この頁冒頭に「住民意識の高さ」や「機会の満足度」は低い状況であったという
現状分析がなされている。勿論、住民側の問題であるのだが、町施策のなかで
「しまもと環境・未来ネット」となにやら判然としない団体名や「環境学習講座」と
いうタイトルなど堅苦しい名称のため住民参加の腰が引けるように感じる。単純に
島本町主催でふれあいセンターなどで平易なタイトルのセレモニーを定期的に
行ったほうが参加が多いように思う。

ご意見として賜ります。
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環境保全審議会　委員意見照会の結果と考え方
提出者 該当箇所 ご意見 考え方

①
３章３節
１（３）

　同上
　自然を守ろう、環境保全、と言いながら、田畑を潰してマンションを建てている。
経済活動と環境保全との矛盾をどう教育するのか？？

ご意見として賜ります。
自然環境の保全と人間の経済活
動はバランスをとる必要がありま
す。本町では生物多様性保全・
創出ガイドラインを策定いたしまし
た。

⑤
３章３節
１（３）

（Page22)環境保全活動の推進
H30 進捗で肺がん検診・禁煙指導というのがありますが（P10)、これは環境保全
活動というには違和感があります。吸いがらのポイ捨てが環境保全ならわかりま
すが、それは進捗状況P28 に載っています。

各年度の進捗状況確認時に参
考とさせていただきます。

⑥
３章３節
１（３）

必要な施策ではあるし、マナー・モラルの問題でもあるのだが、「環境保全活動」
の分類にはそぐわない気がする。

不法駐輪については、生活環境
や美化の観点に加え、不法投棄
に繋がる可能性が高いことから記
載しております。

①
３章３節
２（１）

水と緑の保全の現状と課題　町域の6割を占める森林は大きな二酸化炭素吸
収源です。最近の課題は風倒木による山の荒れ、この記述を加える必要があ
る。

現状と課題に「地球温暖化の原
因となる二酸化炭素の吸収な
ど」、「台風等の自然災害により、
風倒木の甚大な被害が発生」と
それぞれ追記しました。

①
３章３節
２（１）

各主体の取組　町　〇２　農林業の振興　農業、林業の振興について具体策
は？民営林への指導はできているのか。
町は森林所有者が風倒木の処理に努め森林を適切に保全するよう指導する。
また都市農業の振興のため、具体策を講じる（例えば森林ボランティアがあるな
ら農業ボランティア団体の育成もはかる。）

町の取組みに風倒木対策につい
て追記しました。

③
３章３節
２（１）

・守り活かす！しまもとの自然と共に暮らすまちづ くり
〇「各主体の取り組み」で行政や住民の取り組み内容が列記されています。林
野庁 「森林経営管理 制度 」 が昨年春に 閣議決定 されました。
これは、 (1）森林所有者に適切な森林管理を促すため、森林管理の責務を明
確化する。（2) 森林所有者自らが森林管理を実行できない場合に、市町村が
森林管理の委託を受け、意欲と能力のある林業経営者に再委託する。（森林管
理とは林業が成立するための事業）　（3）再委託できない森林および再委託に
至るまでの間の森林は、市町村が管理を行う。島本町の森林面積は町全体の6
～70 ％を占めるといわれます。殆どは民有林です。現在、その森林には林内残
材（風倒木、間伐材、など）が多くあり、森林の荒廃感を強調しています。これら
の整備は零細な個人山主の手に余るものです。これらの整備は零細な個人山
主の手に余るものです。将来、これらは行政の管理下になると予想される。ま
た、町レベルでも無理となれば、府や国に頼るか、他の方策（林内残材の有用
利用を考える、新たな林業の創出[集約化]、森林従者の創出）、森林従者の創
出）を考える必要が急務。

ご意見として賜ります
なお、森林に関することについて
は、森林森林整備計画で定めて
おります。

⑤
３章３節
２（１）

水と緑の保全（Page22）
・現状と課題の3 行目の「ナラ枯れ」は今となっては削除していいと思います。新
たな問題として風倒木を加えて欲しいです。「農林業の振興」とありますが、たし
か林業に関しては島本町には従事者は一人もいなかったと思いますが、林業を
振興するのでしょうか？たとえ現状ゼロでも未来に向けては林業という文字を削
減しない方がいいという判断ならこのままでいいです。ただ、島本町にとって重要
なのは地下水源の涵養や防災のための森林の維持再生や風倒木処理でありま
す。

現状と課題に「台風等の自然災
害により、風倒木の甚大な被害が
発生」と追記しました。

⑤
３章３節
２（１）

・「現状と課題」の中で「森林は二酸化炭素の吸収源として大切です」と加えてい
ただきたいです。

現状と課題に「地球温暖化の原
因となる二酸化炭素の吸収など」
と追記しました。

⑤
３章３節
２（１）

（Page23)
・町の取り組み内容について「都市農業の振興」を入れてください。理由は
Page17 のところと同じです。
町、あるいは事業者のところに「森林所有者は風倒木の処理に努める」あるいは
「町と森林所有者が共に取り組む」を入れて欲しいです。

第３節２（１）に、都市農業や地産
地消について追記します。
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⑤
３章３節
２（１）

・質問ですが、「地下水の水量を維持し、」とありますが地下水位のモニタという
のはしていると思うのですがそういう情報というのはどこかにあるのでしょうか？何
かと連動して（例えば気候や住宅、道路開発、森林の状況）動くというような因果
関係が見受けられるのでしょうか？

地下水位については町で定期的
に測量を行っていますが、他の要
素との因果関係に関してはわかり
ません。

⑤
３章３節
２（１）

（Page24 上表中）
「事業者は実施に際して環境アセスに取り組むように」を追加。またPage38 の
事業者の取り組みにおいて開発に際しての地下水を含む水環境のアセスを取り
組むように追加して欲しいです。

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。
排水等に関しては、水質汚濁防
止法による規制があるため、記載
はいたしません。

①
３章３節
２（２）

生物多様性の保全　これまでの取組　第4保育所の近くの森が更地になった
が、そこには蛍が居たのに！こういった事例が多々あると思う。どうすれば防げる
のか？　絶滅危惧種にばかり注目していると一般種が減って絶滅危惧種になっ
ていく。（例、スズメ、ミツバチが減った。）

ご意見として賜ります
民有地に関しては、所有者の財
産権等の関係もあり、開発等を制
限することは難しいと考えます。

①
３章３節
２（２）

町　〇５　有害鳥獣をジビエとして活用できるよう検討します。

民営施設のため計画に記載はし
ておりませんが、町内でジビエ活
用をされている施設がございま
す。

①
３章３節
２（２）

事業者　〇１　例えば開発する場合は事前の環境調査と事後の調査を行い、明
らかに生物に影響を及ぼした場合は後方で事業主を含めて公表するなど。

一定規模以上の事業について
は、環境影響評価法にて、環境
アセスメントを行うように定められ
ています。
なお、事業者の氏名公表につい
ては、事業者本人の同意を得な
い公表は、根拠となる法令等が
ないことから、実施できません。

⑤
３章３節
２（２）

（Page25）
町の取り組みで「重要な野生生物の保護」とありますが、現在の研究では普通種
の減少についても問題視されつつあるようです。したがって別項目として「生物多
様性の維持：普通種を含めた生物多様性を維持するための施策を進めます」を
入れて欲しいと思います。

普通種の保全に関して追加しまし
た。

⑤
３章３節
２（３）

（Page26）
「現状と課題」で風倒木は水と緑の保全（Page22)に記述がふさわしいです。前
掲。

ご意見のとおり修正します

⑥
３章３節
２（３）

勿論、青少年を含め一般市民に危害が発生するリスクがあったので、その年度
の中断はやむなしと思うが、ツキノワグマ自体への対応もなく、いつの間にか終息
しているようであるし、同じリスクを考えればハイキングコースなどの閉鎖も必要だ
が、そのような動きも無いように思う。廃止と結論づけず、時機を見て再開され
ればと思う。

ご意見として賜ります。
なお、ハイキングコース（大阪環
状自然歩道）については、大阪府
が管理しています。

②
３章３節
３

・低炭素社会のSDGsと関連する内容において、
　再生可能エネルギーを普及啓発→普及促進　の方がいいのではないか。　省
エネルギーの普及促進も加えたらいかがか。

ご意見のとおり追加します。

①
３章３節
３（１）

各主体の取組　町　エコライフスタイルの促進をするならこれからの新築住宅は
エコハウス、省エネ住宅を建築の条件にしたらどうか（堺市南区で前例あり）

ご意見として賜ります。
ご意見にあります、堺市南区の事
例は「晴美台エコモデルタウン創
出事業」のことかと推察いたしま
すが、本事例は省エネ住宅を建
築の条件とするものではなく、堺
市が小学校跡地の開発事業者を
公募し、開発を行ったものです。
省エネ住宅を建築の条件とする
ことは、私権の制限となるため、
困難と考えます。
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環境保全審議会　委員意見照会の結果と考え方
提出者 該当箇所 ご意見 考え方

３章３節
３（１）

公的施設の新築にはソーラー発電を条件に入れる。集合住宅でも使えるベラン
ダ発電を普及させる。また国産木材の利用を推進（和泉市で前例あり）林業の
振興に繋げる。

ご意見として賜ります。
施設への太陽光発電設置につい
ては、立地や周辺への影響もある
ことから、一律で条件とすることは
困難です。
国産木材の利用につきましては、
本町におきましても、第四小学校
にて国産木材を使用した実績が
ございます。

⑤
３章３節
３（１）

（Page28）
・2016 年に発効したパリ協定では今世紀後半には温室効果ガス排出をゼロに
するという目標が掲げられています。
またクールチョイスのHP をみますと「パリ協定を踏まえ、我が国は、2030 年度に
温室効果ガスの排出を2013 年度比で26％削減する目標を掲げています。」と
あります。
これは10 年間に直すと約15％です。気候変動に対する危機感については策定
当時より世界的に強まっており、さらに島本町でもクールチョイス事業として補助
金を基にして啓発イベント等を開催しているのですから目標は2024 年には10％
ではなく15％に修正して積極的に整合性を保つべきと思います。
H30 の進捗状況では二酸化炭素排出量はH30 のところに148 という数字が
入っていますが（P33)、このままでは達成が難しいのではないでしょうか。後述す
るようにゴミ処理有料化は有力なオプションです。リサイクル率も向上してないの
でこちらにも影響があるでしょう。

ご意見として賜ります。
目標数値の達成に関しては、非
常に厳しい状況であるため、今後
も啓発に努めて参ります。

⑤
３章３節
３（１）

ところでこのページ指標（二酸化炭素排出量）のところが理解できません。なぜ
H26 策定の計画なのに計画当初のところにH23 と注記あるのでしょうか？また
「島本地球温暖化対策実行計画」の図7-1 では平成27 年度起点となっていて
整合していないように見えます。同じく実行計画の「表4 -2 温室効果ガス排出
量の推移」の二酸化炭素排出量の数字と当表の130（千トン）という数字がかな
り違うので混乱しますし理由も明確ではありません。

指標として用いている二酸化炭
素排出量については、環境省よ
る「部門別CO2排出量の現況推
計」の値を用いています。推計が
発表されるまで間があるため、策
定時の最新数値である平成23年
度数値を計画当初の数値として
います。
また、島本町地球温暖化対策実
行計画における二酸化炭素排出
量は、町の事務事業から排出さ
れた二酸化炭素量であり、この指
標の数値（町域内からの排出量
推計値）とは異なります。

⑤
３章３節
３（１）

・省エネの普及推進にLED が出てきません。町での取組状況はいかがなもので
しょうか。ただしLED 推進については街灯でのLED は生物等に悪影響がある可
能性があるので、専門家もアドバイスなども仰いだ上での設置が望まれます。光
害が発生しては全体の趣旨に反しますので「生物等への影響も考慮したLED 化
による省エネ推進」などの文言がよいかと思います。

町施設等でのLED化については、
○エコビジネススタイルの促進の
中に含まれております。取組状況
については、各年の進捗状況に
て記載しています。

⑤
３章３節
３（１）

（Page29）
・町の取り組みにおいて「二酸化炭素の吸収源としての都市緑化に努めます。」
※「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略 令和元年6 月11 日閣議決定
参照」

第３節２（３）に緑化の促進につい
て記載しております。

⑤
３章３節
３（１）

・事業者の取り組みのところ
建設の工法、資材について（例えばコンパネ）、海外の森林資源への依存度を
減らすように努める（Page25 が適当かもしれない。）このことは本来は「生物多
様性創出ガイドライン」の方がいいと思われるが、そちらに記載ありません。

生物多様性創出ガイドラインにお
いて検討してまいります。

⑤
３章３節
３（２）

（Page30）
・太陽光システムについては町全体の設備容量をワット数で現状と目標を出して
ください。住民の値がわからないのであれば公共施設だけのワット数としての現状
と目標値を加えて欲しいです。今のままでは町としての具体的目標がありませ
ん。また公共施設の太陽光発電（庁舎以外もあるのでしょうか？）についてある
程度年数がたった今、現状の費用対効果の検証があるのが望ましいです。
ちなみに高槻新エネルギー戦略（Page10）では新エネルギー設備導入における
補助制度の拡充という項目があり導入の検討もいいと思います。（これは後述の
「しまもとeco ライフ支援補助金」のようなもの？）同戦略においてかなり詳しい現
状と目標（Page11）が掲げられています。なかなか高槻市と同等の調査はでき
ないのかもしれませんが、数値を調査するなんらかの手段があるのなら（電力会
社からの情報提供など）、モニタをすることは大事なので検討してほしいと思いま
す。

町全体での太陽光発電の設備容
量について、町では把握しており
ません。町有施設の太陽光発電
量の目標値については、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
のため現時点では発電量の目標
は設定しておりません。
なお、公共施設における太陽光
発電は本庁舎のみとなっていま
す。
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環境保全審議会　委員意見照会の結果と考え方
提出者 該当箇所 ご意見 考え方

⑤
３章３節
３（２）

・島本町まち・ひとしご創生総合戦略（H28)のPage10 にある「しまもとeco ライフ
支援補助金」についての実績と検証をするべきと思います。

しまもとeco ライフ支援補助金に
つきましては、町の財政状況等に
より実施できておりません。

⑤
３章３節
３（２）

（Page31）
町の取り組みの一番最初の丸。導入を検討します。→業者への発注の条件にし
ます。
言い切りすぎであれば「できるだけ業者への発注の条件にします」

各施設により条件等も違うため、
一律に再生可能エネルギーを導
入できるものではありません。

①
３章３節
４（１）

各主体の取組　町　役場の紙ごみはリサイクルに回っているか？シュレッダーに
かけられた紙は？

町役場から排出された古紙類に
ついては、一般家庭から排出され
た古紙類同様、売却を行っており
ます。また、機密書類に関しては
溶解処理等を行い、処理後はリ
サイクルされています。

①
３章３節
４（１）

役場の会議ではペットボトルのお茶は廃止されたか？自動販売機にペットボトル
はないか？

町主催の会議においては、飲料
の提供を原則廃止しています。自
動販売機については、母子寡婦
福祉会が設置しているものとな
り、販売内容については会で決定
されているものです。

①
３章３節
４（１）

しまもとプラスチックスマート宣言　マイバッグの次はマイボトルです。
マイボトル推進とマイボトル補充用飲料の自販機設置の推進を入れてほしい。

マイボトル普及について追記しま
す。マイボトル補充用自販機につ
いては、他市町村の事例等を調
査研究してまいります。

①
３章３節
４（１）

ごみを減らすにはごみ袋の有料化です。ゴミ袋有料化の検討を入れてほしい。

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。

②
３章３節
４（１）

・循環型社会において、プレスチックごみの削減のために、マイボトルの普及、プ
ラスチック材料から生分解性プラスチックやその他材料への変更の促進につい
ても言及してもいいのではないか。

マイボトル普及について追記しま
す。
生分解プラスチック等その材質へ
の言及については、環境負荷の
低いものを選択するという点で、
グリーン購入に含まれることから、
個別での記載は見送ります。

⑤
３章３節
４（１）

（Page32）
・現状と課題で給食の残飯あるいはその減量については言及ないです。H30 の
進捗状況をみると工夫、努力されているようですが、目標値あるいは、データの
公開（広報）といったものはないですか？

給食残飯の年間の発生量につい
ては把握しておらず、目標値の設
定はありません。

⑤
３章３節
４（１）

・「これまでの取組」の中で廃棄物減量等推進員について言及してほしいです。
ゴミ袋透明化の時にアンケート調査などをされていたと聞いています。また水無
瀬川ではアプトリバーの活動もありますのであわせて言及を。

減量等推進員については第３章
４（１）、アドプトリバーについては第
３章２（１）に追記します

⑤
３章３節
４（１）

・現状と課題の中で、公的機関におけるシュレッダーの廃棄方法とコスト、量につ
いてH30 の進捗状況ではP27 に24 56kg（上半期）という数字がありますが、問
題になるようなレベルなのでしょうか？対策や目標が立てられる項目ですか？量
的に無視できなければ追記お願いします。

取り扱う文書の内容等によっても
変動しますので、目標量を定める
ものではありません。
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環境保全審議会　委員意見照会の結果と考え方
提出者 該当箇所 ご意見 考え方

⑤
３章３節
４（１）

（Page33）
・当計画書の意見からは外れますが「一般廃棄物処理基本計画」についても環
境保全審議会で審議を行うべきと考えます。次回は2024 年の見直しでしょう
か？

一般廃棄物処理基本計画につい
ては、本年度見直しを行っており
ます。

⑤
３章３節
４（１）

・ゴミ排出量は既に大阪府最低のようですが、一層の排出量の削減目標を達成
するにはごみ有料化が効果的と考えます。したがって町の取り組みとしては「ごみ
処理有料化の検討」を入れて欲しいです。（リデュース）

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。

⑤
３章３節
４（１）

・住民の取組としてフードバンクへの協力を入れて欲しいです。 ご意見のとおり追加します。

⑤
３章３節
４（１）

・住民の取組としてマイバッグに加えてマイボトルもお願いします。 ご意見のとおり追加します。

⑤
３章３節
４（１）

・町と住民の取組として、不要教科書や不要制服のリサイクルを入れてほしいで
す。現状、燃えるゴミとして出されるものも多いのではないかと推測します。

取組内容の○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
しょうに含まれると考えます。
なお、社会福祉協議会において
中学校制服のリユースに取り組ま
れています。

⑤
３章３節
４（２）

（Page34）ごみの適正処理
現状と課題について、清掃工場の稼働で発生するダイオキシン量、重油量、住
民一人当たりゴミ処理経費なども記載し（近隣自治体との比較もあればわかりや
すい）、そういうコストを削減するためにも4R が必要というところにつなげてほしい
です。

ご意見として賜ります。
なお、住民一人当たりのごみ処理
経費及び類似市町村との比較に
ついては、一般廃棄物処理基本
計画に掲載しております。

①
３章３節
５（１）

住民　〇４　肥料→　化学肥料
肥料の種類ではなく、使用方法に
より汚濁原因となるため、現行の
ままとします。

①
３章３節
５（１）

〇５　雨水の利用、風呂水の再利用に努めましょう。ふれあいセンターのお風
呂、歩行訓練プールの水は再利用されているか。

浴室やプールの水に関しては、ろ
過循環していますが、塩素等が
添加されていますので再利用に
は適しません。

① ４章
最重点プロジェクトは地球温暖化防止、CO2削減ではないか。その文言を入れ
てほしい。

中間見直しであることから、重点
プロジェクトの項目追加等は行い
ません。

③ ４章

・重点プロジェクト
〇「しまもと環境大学」の創設の名称の変更
「持続可能な環境 教育 森林 ESD 」
〇「しまもと里山公園」づくりの名称変更--------------→「ふれあいの森」
環境大学創立、里山公園云々やみどり探索マップつくりは、しまもと環境・未来
ネットのグループが活動休止となっている、など当初の活動に変化があり、今後
の同活動において名称を新しくすることなどで新規メンバーの参入を 待ちたい。

ご意見として賜ります
「（仮称）しまもと環境大学」や
「（仮称）しまもと里山公園」につい
ては、記載の通り仮称であり、名
称は実施時に決定されるもので
す。

⑥ ４章

５つの基本方針に沿った重点プロジェクトを別に章だてして、詳細に説明されて
いるのはこれでよいが、第３章 施策の展開 のなかで、タイトルの箇条書きだけで
よいので、各施策に関連するプロジェクトにはどのようなものがあるのか列記され
たほうが、第４章とのつながりが理解しやすいように思う。

ご意見として賜ります。
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環境保全審議会　委員意見照会の結果と考え方
提出者 該当箇所 ご意見 考え方

① ４章１
しまもと環境大学　小中学生高校生も入れるように。教育は若いうちから！が効
果的です。

ご意見として賜ります。
内容や対象者に関しては、実施
する際に検討してまいります。

⑤ ４章１

Page43 にあるようなしまもと環境大学の構想はとてもいいと思います。ただし周
辺のさまざまな「環境大学」系の企画とかぶるので利用者からは選別の対象にも
なります。多くの企画は市外からの参加もOK です。こういったことに興味を持っ
ている利用者は情報をよく知っています。一案としては、大阪自然環境保全協
会の元で島本庁の環境系団体が連携するという発想もありだと思いますし、当
然、町内の意欲ある団体（単独でなくてもいい）がもしあるのなら積極的に行って
もいいでしょう。

ご意見として賜ります。
（仮称）しまもと環境大学の実施
方法については、しまもと環境・未
来ネット等の住民団体とも協議し
検討してまいります。

⑤ ４章１
（Page43）環境イベントの開催
・農業祭との合同を検討してもよいと思います。農業と環境は親和的です。

ご意見として賜ります。
町内のイベントのあり方も踏まえ、
検討してまいります。

⑤ ４章１

・環境イベント、環境大学、環境学習プログラムについては１ページ目の「しまもと
環境未来ネットについて」で記述しました。
・環境学習プログラムで加えてほしいのは、コスト問題です。環境保全や維持に
は多大なコストがかかります。森林整備、地下水環境の維持、動植物や水・大
気などの科学的モニタ、ゴミ処理、太陽光パネルの利用、環境教育、農林業振
興、環境課の人件費など、どれもコストがかかるものばかりであり、行政が負担す
るのか、町民が負担するのか、ボランティアでできるのか、何かをあきらめるの
か、ということがあります。しかし現状はどうなっているのか、実際どれくらいのコス
トが必要か、継続可能なのか、誰が負担するのか、島本町財政はどうなるのか、
費用対効果はどうか、優先順位はどうか、などほとんどの人は知識がありません
からどう考えていいのかわかりません。こういった講座とか説明会があればいいな
と思います。
単独で説明会やワークショップをやっても誰も来ないと思いますから（町財政に
つっこんだ興味を持つ人は極めてまれ）何らかの企画と組み合わせるとか、手始
めに文化祭などでパネル展示でやってみるとか、工夫は必要と思います。

ご意見として賜ります。
町財政に関することについては、
担当課と共有します。

⑥ ４章１
前記、「しまもと環境・未来ネット」名称とも関連するが、どうも行政側はこのような
大層な名前を付けたがる傾向があるが、もう少し参加しやすい名称にはならない
だろうか？

ご意見として賜ります
なお、あくまで仮称であり、正式名
称は実施時に決定されます。

① ４章３ 重点プロジェクト　３　しまもと里山公園　是非作ってほしい。 ご意見として賜ります。

⑤ ４章３

（Page42）
「しまもと里山公園」について
本計画には具体的な場所は示されていませんが、JR 島本駅西地区（の一部）
をその候補地として記載するのはアクセス性や、農地やため池という里山環境が
あることからたいへんよいと思われます。
既存町有地や用地買収などによって「公園開発」を行うことは場合によっては環
境対策に逆行することもあり得ますので「住民参加に基づいて仮称しまもと里山
公園を構想します」に変えてほしいと思います。こういった住民参加にはジェン
ダーバランス、若い世代、子育て世代、新規転入世帯が割合的に多くなるよう
な考慮を強調したいと思います。

ご意見として賜ります。
（仮称）しまもと里山公園について
は、その実施方法について検討し
てまいります。

⑤ ５章１節

（Page50)
島本環境まちづくりチームの役割について
１）各種環境指標の実態把握に資する調査活動への支援や、開発に伴う（特に
JR 島本駅西地区のような大規模開発や激甚災害に対する大量の風倒木の発
生など）環境保全措置（制度、行政指導）の検討
２）過去の環境調査の貴重な資料等、保存、情報提供し活かす施策の検討、な
らびに物理的保管スペースを新庁舎等に常設
３）環境NPO などの調査活動への支援
なども追記が欲しいです。

ご意見として賜ります。
なお、まちづくりチームの役割は
部署間の調整であり、個々の事
業に関しては、各担当課にて行う
ものです。
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⑤ ５章３節

（Page52)
クールチョイス事業は国の補助金であり、島本町財政には負担がほとんどないの
でしょうが、国の補助金も我々の税金であることに変わりはなく、費用対効果とい
うものが検討されてしかるべきです。その他施策の費用対効果について直接的
な測定が難しいものもありましょうが、分析し公開してほしいです（この素案のなか
でなくてもかまわないですが）。また町民の理解と協力を得るためにも上にも書き
ましたがコスト的な面での説明、啓発が必要と思います。

ご意見として賜ります。
なお、COOL CHOICEに関しては、
住民に対する啓発が主な内容で
あり、その費用対効果の算出は
困難であると考えます。

① 全体

この環境基本計画（素案）を読みますと、全体として役場の役割は仕事をあちこ
ちへ委託することばかりが見えます。役場の仕事は基本計画作成と町民に対す
る啓発と民間グループの活動の調整なのでしょうか。役場には現場を見回り動く
職員はいないのでしょうか？
環境基本計画が出来上がったらできたできた、良かった良かったではなく、それ
をもとに持続可能な循環共生型社会を目指して実行していかねばならないこと
を是非お忘れなきようにお願いします。

ご意見として賜ります。
なお、業務については、人員が限
られているなかで、委託により行う
ことが適当である業務については
委託により実施しています。

② 全体
・当初計画の目標値について、現状において達成が非常に困難、または
　緩すぎることが明確であれば、数値の見直しや項目の変更を検討されてもいい
のではないか。

ご意見として賜ります。
基本的には当初計画の目標を踏
襲しております。

・しまもと環境未来ネットについて
しまもと環境未来ネットに対する役割が多く記載されています。現状、当該団体
は高齢化が進んでおり、部会も減り、会員の参加も一部を除き活発とは言えませ
ん。少なくとも当初よりも縮減しています。また主要参加メンバーに若者や子育て
世代は極端に少なく、また男性が多くジェンダーバランスとしてもよくありません。
このようなメンバーで多様な町民に向けて魅力的な活動を提示していくことは困
難と考えます。町からの補助金が支給されている関係上、政治的に抵触するか
もしれない企画に対して敏感であり、排他性を有しています。計画策定時の見込
みからは悪い方向へ変化し、状況が変わっています。環境未来ネットの改革の
一つの方向性としては補助金をなくし、町の関与を一切なくしたところで、普通の
任意団体としてどこまでやれるのか、あるいはフェードアウトするのかというところと
思います。もしそこで残れば町の環境行政にも寄与できる存在になると思いま
す。
上に述べたような状況変化を受け、今後は多くの環境団体によって環境学習
（環境大学も含む）や環境整備がなされるべきです（元から多様な団体を考慮し
た方がむしろよかったと思いますが）。例えば「吹田市第3 次環境基本計画」で
は環境の保全を図る市民団体一覧で7 つの団体があげられています。島本町
においては、「しまもと森のクラブ」「島本竹工房」「フォレスト島本」「島本里山クラ
ブ」「島本・水と緑を守る会」「ふるさと島本案内ボランティア」「楽農クラブ」「島本
の森と水と健康を考える会」などがあります。（個々の会について詳細を知ってい
るわけではありません）。
環境基本計画とのかかわりについてはこれら諸団体の確認が必要ではあります
が、それはともかくとして、この際、町内にある各団体に対する情報提供、環境学
習活動のマネジメント、補助金の交付、各団体の交流などを町が実施、検討す
るという風に方向転換をするべきと思います。多様な団体の参加によって多様な
町民の参加が見込まれます。なぜならそれぞれが活動目的、活動の時間帯、
活動頻度、活動場所、年齢層などが違う（と思われる）ので環境に関心ある町民
にとって参加、活動の選択肢が広がります。もちろんPage51 の表も変更される
べきです。本計画を推進する担い手として環境未来ネット一極というのが本当に
住民にとって（行政にとってではなく）”使い勝手がいい”と言えるのかをこのタイミ
ングで考える必要があります。
環境系の団体はともすれば行政や議会にとっては「うるさいことを言う」というとら
え方をされることもあろうかと思いますが、それこそが住民参加や民主主義という
ものであり、そもそも環境問題を深化させていくと様々な利害対立をどう解決する
のかという課題に多く当たるものです。政治的忖度なく、フラットな姿勢を示さな
いと結局はうまくいかないということになりかねません。
あまり大きな都市と比べるのは不公平ですが、京都市環境保全活動推進協会
ということろには多数の環境団体が参加し、環境活動パワーアップ講座や自然エ
ネルギー学校京都などの市民講座を開催しています。大阪では大阪自然環境
保全協会、すいた環境学習協会などなど、こちらも多くの市民団体が連携してさ
まざまな講座を行っています。

５章１節⑤

ご意見として賜ります。
しまもと環境・未来ネットに関する
ご意見については、当該団体にも
お伝えさせていただきます。
環境関係団体と町の関係性につ
いては、どういった支援が適当で
あるのか検討してまいります。
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③ 全体

SDG ｓが追記されましたことに賛同します。
〇提案、
SDGs ピンバッジが国連で販売されています。企業のなかにはこれを使って積極
的に SDG ｓにコミットしている社もあります。そのやり方を模して、第五章あたりに「
SDGs バッジの販売収益で○○をサポートする」などの
文言が入らないでしょうか？

ご意見として賜ります。
なお、町でSDGｓピンバッジを作
成・販売する予定はございませ
ん。

④ 全体

「気候変動の適応について、盛り込まなくてよいか」という点が気になります。緩
和策は、本計画に記載されているのですが、適応法の制定を受けて、「適応」と
いう言葉も盛り込めるなら、盛り込んだほうがいいかなと考えた次第です。
ただ、「適応」となると、「低炭素社会の実現」におさまるものではないですし、適
応策は、港湾管理・河川管理・一次産業の温度上昇への対応など、他部署が
所管する事項も多く、環境の計画に盛り込むのが難しいところもあると思いますの
で、どうしても盛り込むべきとまでは考えておりません。ご検討ください。

気候変動への適応については、
検討課題が多岐にわたり調整に
時間を要するため、今回の見直し
では扱わないものとします。

⑤ 全体

1. 全体的なことについて
・策定時と今回の素案でどこか変更されたのかお互いに見比べないとわかりませ
ん。変更一覧を付けるか、変更された箇所にアンダーラインなどの目印を入れて
ください。

事務負担の都合上、省略させて
いただいております。

⑤ 全体

・添付文書「見直しのポイント」の中で中間見直しに伴うアンケートを実施しないと
ありますが、コストの問題があると推測はしますが、理由はなぜでしょう。特に計画
当初に比べて高い目標のものはアンケートを実施しないと後半に向けての取り組
みが考えにくいと思います。策定当初に中間見直しの方法なども審議会で話し
合っておけばよかったのではないかと思います。また、－のものであっても何らか
の方法や既存データで推定できるものはないでしょうか？

アンケートを実施しない理由につ
いてはお見込みのとおりです。
代替可能な既存データについて
は、現状ではございませんが、指
標の把握方法を検討してまいりま
す。

⑤ 全体

・2014 年の時点からの見直しということで、第1 節（Page2）にも一部言及があり
ますが、この間に島本町や日本、世界において環境分野で新たに注目されてき
た話題があります。それらをこの見直しで取り込むのが今回の見直しの第1 の目
的と思います。その観点では（１）風倒木の処理 （２）二酸化炭素の排出規制
（３）プラスチック問題 （４）都市農業 （5）生物多様性の維持があると考えていま
す。
また「５年間の振り返り」という観点ももう少し入れるべきかと全体的に思います。
おおむねこれらの観点に沿って以下に指摘します。

⑥ 全体

ISO14001※ や環境家計簿※など、専門的な用語の※が打たれているが、どこ
かに説明があるのか探してみたが見当たらない。各方針に付記されている同じ
表中に同様の※用語が散見されるので※を付記した意図が判らないが、説明が
必要と感じているなら記載して欲しい（当方が見落としている？）

用語解説については、審議会委
員への意見照会時点では掲載し
ておりませんでした。
パブリックコメント実施時から掲載
しております。
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