
番号
投稿
形式

件名

内容

自営業者が店舗から排出した段ボールを近隣の家庭ご
み集積場所に大量に投棄して迷惑しています。
過去数年前から毎月第２火曜日の前夜、営業終了後に
自動車で大量の段ボールを自宅まで運搬して、近隣の
家庭ごみ集積場所に投棄しているものです。
５月９日(月)は１９時３８分に大量の段ボールが家庭
ごみ集積場所に投棄されていました。
上記の行為を止めさせてください。

対応
等

令和４年６月２日付で意見フォームに投稿いただいた
内容につきまして、お申出のあった事業者を訪問し、
事業系ごみの適正処理について指導いたしました。

令和  ４年　６月分

内容・対応など（原則、原文のまま記載しています。）

意
見
フ
ォ
ー
ム

事業系ご
みの投棄
について

①



番号
投稿
形式

件名

令和  ４年　６月分

内容・対応など（原則、原文のまま記載しています。）

内容

・以前にもカーボンニュートラルの件で町役場他での
充電器の設置を提言したが、世界的に関心の高まる中
早期に設置されCO2排出の少ない車の普及に努めるべ
きと考えますが。
・青葉3丁目の西国街道のNTT寮沿いの用水路に鴨が生
息しているのをご存知ですか？いつも島本駅への通勤
で心癒されて居ます。昨日清掃で草藻綺麗サッパリ取
り払ってました。JRの反対側の湿地帶の埋め立ても含
め野鳥の生息が心配です。大丈夫でしょうか？

対応
等

①充電器の設置、CO₂排出の少ないエコカーの普及、
また、それに伴う充電器設備の設置につきましては、
国が掲げているゼロカーボンニュートラルを実現する
ための重要な取組の一つであると考えております。
しかしながら、現時点におきましては、町の財政状況
等の理由から充電器設備の設置を行うことは困難な状
況であり、町といたしましては、出来る限りの範囲で
エコカーの普及啓発や充電器設備のある施設の紹介
等、普及啓発に努めてまいりたいと考えております。

②青葉三丁目地域に鴨が生息していることにつきまし
ては、確認には至っておりませんが、本町域内に鴨が
生息していることは確認いたしております。
また、ＪＲ島本駅西側におけるケリをはじめとした野
鳥の生息につきましては、本町でも確認いたしており
ますが、公共工事を行う際には、当該箇所に限らず、
島本町生物多様性保全・創出ガイドラインに基づき、
関係各課を通じて開発業者に対し、生物へ配慮いただ
けるよう働きかけを行っているところでございます。
今後につきましても、引き続き公共工事等を行う際に
は、野鳥をはじめとした生物に配慮いただくよう働き
かけを行ってまいります。

②

意
見
フ
ォ
ー
ム

充電器設
置、鴨の
生息につ

いて



番号
投稿
形式

件名

令和  ４年　６月分

内容・対応など（原則、原文のまま記載しています。）

内容

以前、島本町が実施したアンケートについて連絡いた
しました。
アンケート結果を取りまとめられたものを見て、私が
記載した内容があまり反映されていないように感じま
した。町のホームページではアンケート結果の概要版
を確認できましたが、こちらを完全版としてまとめら
れているものはあるのでしょうか。

私はアンケートに対して、色々と意見を記載しました
が、概要版には反映されておらず、都合の悪い意見は
封殺されているようにも感じました。景観について重
要だとは思いますが、少数派の意見も紹介するべきで
はないのでしょうか。

対応
等

この度は、島本町景観計画策定に係る若い世代を対象
としたアンケート（以下「当該アンケート」とい
う。）にご協力いただきありがとうございました。
今回ご意見をいただきました、当該アンケートの概要
版におきましては、選択式の設問等の結果を要約した
ものであり、自由記述等につきましては省略させてい
ただいておりますため、一部いただいたご意見を反映
できていないものと推察いたします。
なお、自由記述等を含めたアンケートの完全版につき
ましては、現在取り纏めを行っており、次回以降の島
本町景観計画策定委員会において報告させていただ
き、委員会終了後、本町のホームページでの掲載や文
化・情報コーナーにおいて開架予定でございます。

③

意
見
フ
ォ
ー
ム

第1回島
本町景観
計画策定
委員会の
若い世代
アンケー
ト報告書
について



番号
投稿
形式

件名

令和  ４年　６月分

内容・対応など（原則、原文のまま記載しています。）

内容

コミュニティセンター利用規程を見ていて
第三条（利用優先）
（1）委員会が指定した自治会と有りますが、自治会
がなぜ利用優先されるのですか。
上記自治会に関連する団体も、各関連団体が他使用さ
れる方と同じでならなければいけないと思います。
条文の中で「運営委員会」で検討決定とありますが運
営委員会での検討は島本町として確認はされておられ
ますか。

対応
等

当該施設は管理運営委員会において管理運営が行われ
ており、本町は同委員会における検討事項等の詳細に
は関与しておりませんが、お尋ねの利用規程における
優先利用団体には、近隣地域における自治会集会所を
有しない等の要件を考慮して指定されているものと理
解しております。

内容

水無瀬川の指手橋付近、名神高速の下辺りの淀みにウ
シガエルのオタマジャクシがかなりの数見られます。
外来生物であり、成長すると何でも口にする為、蛍の
生存が危ぶまれます。
オタマジャクシの内に菓子していただきたいのです
が、ここへの依頼でよろしいでしょうか。

対応
等

ウシガエルについては、日本固有の生態系に影響を及
ぼすことから特定外来生物に指定されておりますが、
広範囲にわたって生息が確認されており、駆除にあ
たっては計画的な取組及び予算措置が必要になること
から、現時点におきましてウシガエルへの対応は困難
であると考えています。
なお、水無瀬川につきましては、大阪府が河川管理者
となりますので、当該状況について大阪府に報告いた
しました。

④

⑤

意
見
フ
ォ
ー
ム

コミュニ
ティセン
ターにつ

いて

意
見
フ
ォ
ー
ム

ウシガエ
ルのオタ
マジャク
シの駆除
について



番号
投稿
形式

件名

令和  ４年　６月分

内容・対応など（原則、原文のまま記載しています。）

内容

子供の体力が落ちている問題が全国で起きています。
島本町でも小学生が外で遊ぶ姿を30年前に比べるとあ
まり見なくなりました。コロナのせいもあるかもしれ
ません。
町内に幼児〜高校生くらいまでが楽しみながら身体を
鍛えられるアスレチックを作ってもらえないでしょう
か？
土地さえあれば500万程度でもそれなりのフォレスト
アドベンチャー的なものができあがるのではと思って
おり、
費用はクラウドファンディングで集めることもできる
と思っております。
島本のみならず近隣の市町村の人たちも遊びに来るよ
うな、魅力あり規模が大きめのものを建設してもらえ
ないでしょうか？
はるばる来る人が増えれば、地域活性化にもつながる
と思っています。

対応
等

アスレチック施設の建設につきましては、用地の確保
など様々な課題があり、現段階においては、町として
の計画はございませんが、本町が管理する公園施設に
つきましては、現在、設置から長期間が経過している
ことから、今年度、新たに公園施設の長寿命化計画を
策定し、今後、各都市公園の遊具について改築・更新
を検討いたしております。今回いただきましたご要望
につきましても、今後の公園管理の参考とさせていた
だき、引き続き、皆さまに安全で快適に公園をご利用
いただけるよう維持管理に努めてまいりますので、ご
理解賜りますよう、お願い申し上げます。

⑥

意
見
フ
ォ
ー
ム

アスレ
チック建
設につい

て



番号
投稿
形式

件名

令和  ４年　６月分

内容・対応など（原則、原文のまま記載しています。）

⑦

意
見
フ
ォ
ー
ム

空き地の
開発につ

いて
内容

町民のための日々の職務に感謝しています。
お忙しいと思いますが、下記内容にお返事お願いしま
す。

現在、島本町内にはあちこちで更地が目立っていま
す。
今後島本町の街並みがどのようになっていくのか心配
になっているところですが、特に国道１７１沿いのダ
イエー横（江川２－２－１０）に広い更地が出来てい
ます。
近くに住んでおられる方からも心配の声をお聞きしま
した。私も国道を挟んで目の前ですので心配をしてい
ます。
特にそこから少し北側の（株）神明ホームクリーニン
グというクリーニング工場は規模は大きくないのです
が、住民への説明もなく建設されて、日々早朝からの
操業で騒音・異臭などになやまされておられます。
国道沿いには都市クリエイトという産廃施設が多くで
きて、そのようなのが建つと困るとの思いを強く持っ
ています。
また、現状以上の高層マンションは建ててほしくない
とも思っています。
難しいとは思いますが分かる範囲で丁寧に教えてくだ
さい。

１，建設予定の内容を町はご存じですか？
　大きなもの（マンションや工場など）が立つ予定で
したら町の方にも申請？報告があるのではと思います
が。
２，近隣住民への説明会について教えてください。
この間、あちこちでマンションなどが建設され近隣住
民への説明会などが実施されているように聞きます
が、そのタイミングはすでに建設内容が決定してから
で、説明会での住民の要望などは取り入れられないよ
うです。
住民への説明などについて規定があるようでしたら教
えてください。住民への説明が必要な場合、必要ない
場合についてもお願いします。
３，説明会で住民から同意が得られなかった場合の措
置について、町が何らかの勧告などはできるのでしょ
うか？
４，景観行政団体への移行に向けて、現状の進捗状況
を教えてください。

お忙しいところ恐縮ですがよろしくお願いします。



番号
投稿
形式

件名

令和  ４年　６月分

内容・対応など（原則、原文のまま記載しています。）

対応
等

１．島本町開発行為等の適正化及び環境保全等に関す
る指導要綱（以下「開発指導要綱」という。）の第７
条におきまして、第３条第１項各号のいずれかに該当
する開発行為等を行うため法令等に基づき所管行政庁
に許認可を申請しようとする場合は、あらかじめ開発
指導要綱に定める事項について町長と協議するように
指導しております。
今回ご質問をいただきました「ダイエーグルメシティ
水無瀬店」北側土地における計画につきましては、令
和４年６月１６日現在におきまして、本町に協議書が
提出されていないため、把握しておりません。

２．開発指導要綱第２１条及び第２３条におきまし
て、上記開発指導要綱第７条に基づく協議に際し、高
さ１０ｍを超える中高層建築物など、一定規模以上の
場合には、関係住民等に対して計画内容等を説明する
ように指導しております。
なお、関係住民等の範囲につきましては、開発指導要
綱施行基準第１６条及び第１８条に定めております。

３．開発計画等に対する要望事項につきましては、原
則、住民の皆様から事業主側に要望事項を伝え、直接
協議をしていただきたいと考えております。
なお、開発指導要綱第２６条におきまして、「あっせ
ん」の規定を設けておりますので、協議の状況に応じ
てご活用いただきますよう、お願いいたします。
また、住民の皆様と事業主側の協議が纏まらない場合
もございますが、関係法令等を遵守し計画を進められ
ている場合、本町が勧告等を行うことは難しいものと
考えております。



番号
投稿
形式

件名

令和  ４年　６月分

内容・対応など（原則、原文のまま記載しています。）

４．本町における景観行政の現状としましては、現在
大阪府が策定しました景観計画等により大阪府が景観
行政事務を行っており、本町が景観計画策定等の景観
行政事務を行う場合、景観行政団体に移行する必要が
あります。
景観行政団体への移行につきましては、令和５年度以
降の移行を目指し、令和２年度より本町独自の景観計
画策定に向けた業務等を行っているところでございま
す。
現時点の進捗状況としましては、これまでに若い世
代、町外居住者及び事業所などを対象とした各種アン
ケートを実施し、令和４年度につきましては、ワーク
ショップやパブリックコメントなどを予定しておりま
す。これらの意向調査以外にも、景観計画策定委員
会、都市計画審議会などでのご意見を踏まえ、景観計
画策定等を行う予定といたしております。
なお、高さ制限につきましては、本町景観計画に規定
するのではなく、令和５年度以降、その必要性を判断
したうえで、導入する場合においては、地域特性に応
じた規制を検討してまいりたいと考えております。



番号
投稿
形式

件名

令和  ４年　６月分

内容・対応など（原則、原文のまま記載しています。）

内容

最近街頭がLEDに変わったのですが。眩しすぎて目を
指します。住宅地内なのでそこまで明るくなくて結構
です。やりすぎです。更にいえばつばめが軒下に巣作
りして子育てしていて明るすぎて可哀想です。

対応
等

【街路灯について】
主要な幹線道路等に設置されております、本町管理の
街路灯につきましては、過去から水銀灯を用いてお
り、令和２年度より水銀灯の生産が廃止されているこ
とから、適切に街路灯を維持管理すべく、LEDへの取
り替えを実施いたしました。
町域内の街路灯をLEDに変えたことにより、道路上に
おける適切で安定した照度を確保するとともに、安全
な道路交通の維持に努めておりますので、ご理解いた
だきますようお願い申しあげます。

【防犯灯について】
警視庁は道路における防犯上の留意として、４メート
ル先の人の挙動、姿勢等が識別できる照度の確保を求
めています。本町防犯灯もこの照度を確保すること
で、安全・安心なまちづくりの維持に努めておりま
す。ご理解いただきますようお願い申し上げます。

意
見
フ
ォ
ー
ム

街灯が眩
しすぎる

⑧



番号
投稿
形式

件名

令和  ４年　６月分

内容・対応など（原則、原文のまま記載しています。）

内容

高齢の父から「サントリーウイスキーが返礼品のふる
さと納税を申し込んでくれ」と言われ、いろいろ調べ
た結果、島本町にふるさとチョイスで申し込むことが
わかり、手続きを進めていました。
ところが、数に限りがあり応募の争奪戦が激しいこと
を知り、月一度でも深夜にネットに張り付いて申し込
むのは無理だと感じています。
これでは特定の人にしかチャンスがなく、高齢者でも
ネットを使わず申し込む方法又は、抽選等誰でも平等
にチャンスを得る方法を考えていただけませんでしょ
うか？
よろしくお願いします。

対応
等

この度は、本町ふるさと納税にご関心をお持ちいただ
き誠にありがとうございます。
さて、ご意見をいただきました本町の返礼品であるサ
ントリーウイスキー山崎・響については、入荷できる
数量がごくわずかである中、大変人気があり、提供次
第、即品切れの状況が続いており、本町としても、大
変心苦しいところでございます。しかしながら、当返
礼品は、ふるさとチョイスのシステムを活用して提供
しており、当システム上、抽選等の手法を活用するこ
とは困難でございます。
但し、皆様へ提供できる機会を増やすため、当返礼品
数の増加については、都度、事業者と交渉を重ねてお
り、今後も交渉を継続して参りますので、ご理解賜り
ますようお願い申し上げます。また、他のウイスキー
については数量が多いものもございますので、そちら
もご検討いただけると幸いでございます。

意
見
フ
ォ
ー
ム

ふるさと
納税寄付
について

⑨



番号
投稿
形式

件名

令和  ４年　６月分

内容・対応など（原則、原文のまま記載しています。）

内容

朝も暑くなって来ています。
第一小学校山崎地区では小さな子ども連れの保護者の
朝の見守りが続いています。
安全ボランティアの取り組みが変更になりましたが、
山崎地区では安全ボランティアの増員には至っていま
せん。
未だ「教育長ブログ」発信を続けておられ様ですが、
「安全ボランティア募集」の発信をして下さい。
安全ボランティア事業は教育委員会の事業で有り、通
学路の安全性でも有りますのでブログ趣旨に反し無い
と思います。

追伸
本日.   7:50 気温28.9℃
1才3ヶ月の子供は大丈夫ですか。
保育園での離乳食は食べておられません。

対応
等

安全ボランティア事業は、教育委員会の事業であり、
ボランティアの募集や活動内容についても適宜、情報
発信していきたいと考えております。

内容

島本駅ロータリー内に、ふれあいバスが入れ無いこと
が分かり色々と調べて頂いた所、ローターリー内のバ
ス停が2箇所とタクシー乗り場がある事でロータリー
内「駐停車禁止」で有る事を教えて貰いました。
左右に有る「短時間駐車場」以外は駐停車禁止でJR乗
り降りの方の送迎による停車も出来ない事が分かりま
しが道路交通法上駐停車禁止標識は設置出来ない様で
す。
駅の設計をされたのは、大阪府、島本町、JRの何処が
されたのですか。
駅前としては問題では有りませんか。
因みに水無瀬駅ロータリーには「駐車禁止」標識は有
ります。
また業務用ナンバー（グリーン）のイオンバスは停車
出来る様です。

対応
等

ＪＲ島本駅につきましては、ロータリー内の道路が駐
停車禁止であることから、送迎車両等が駐車できるよ
う、ロータリー内に一時駐車場を設置いたしておりま
す。

意
見
フ
ォ
ー
ム

島本駅前
ロータ

リー駐停
車禁止に
ついて

⑩

意
見
フ
ォ
ー
ム

教育長ブ
ログにつ

いて

⑪

※④、⑩、⑪は同一人からの申し出です


