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○ 東栄町環境保全条例案に関する御意見や御感想 

番号 パブリックコメントで寄せられた御意見 対応方法、町の考え等 

１ コロナの影響がある中、長期に渡る議論、大変お疲れさまでした。 

条例案を拝見した上で、個人的な感想をお伝えします。 

・「～しなければならない」等、人によっては少々重荷に感じる内容だと感じました。ただ、解説等を

読むと、そうでもない事が分かるので、地区毎に内容をかみ砕いて説明する機会を設けたり、町民の

理解を得る事で、より多くの人に環境保全に対して関心を持ってもらえるのではないかと感じました。 

・「東栄町は環境を大切にする町」を発信する。という決意をとても嬉しく思います。発信する事で、

より自覚を持ち、それに恥じないような町づくりに繋がればと思います。 

・ゴミの扱いですが、現在、役場上のストックヤードでは回収出来る資源が限られています。また、

地域の集積所でも出せる物や日が限られています。独り暮らしでは瓶や缶が大量に出るわけではな

く、たった一個のゴミの為に指定の袋を使ったり、回収日まで保管し続けなければならないのは負担

だと思います。生ゴミ以外の獣害や悪臭には結びつかないようなゴミについては所定の場所に行け

ば、いつでも捨てられるようになれば、間違ったゴミの出し方も減り、よりきれいな町づくりに繋がると

思います。 

・条例の中では謳われていませんが、公共交通機関の利用や乗り合い、徒歩圏内の移動での車

利用を避ける等によっても環境保護に繋がると思います。オフィス等でのペーパーレス化や冷暖房

の節約等、特別頑張らなくても身近にある日常の中でも出来る事があって、それは必ず環境保護に

繋がっているという事を理解してもらえたら、より多くの方に環境保護に関心を持ち、取組んでもらえ

るのではないでしょうか？ 

・町民一人一人が今ある東栄町の豊かな自然の下で暮らせている事を幸せに感じ、次に残した

い、残さなくてはいけないと感じて日々の行動に移せるようになれる事を願っています。 

以上、ありがとうございました。 

 

 

 

・条文の説明については、今回作成しました解説集をホームページに掲載する予定で

おります。解説集を読んでいただき理解を深めていただければと考えております。 

 

 

・新たにごみを集積する場所を設けた場合、管理や収集等の問題が出てくると予想さ

れます。住民の方には、ご迷惑をおかけしますが、引き続き、資源物については、ス

トックヤードを利用していただき、可燃ごみ等は、地域のごみステーションの指定日

に出していただきますようお願い致します。 

 

 

・本条例が制定されることによって、住民や事業者などの環境に対する意識が高まる

ことで、ご意見にありましたように環境を意識した行動につながるものと考えます。 

 個々の詳しい行動等につきましては、条文や解説集を参考にしていただければと考

えております。 

２ 子どもたちへの環境教育。学校、家庭にこだわることなく町民皆が子どもたちにこの山の緑、川、

空気の綺麗さを話し伝えることの重要さを加えることが出来たら良いのではないかと感じました。 

また、山の緑を保つことが川の水を守ることにつながり、その先の海を守ることに繋がる。そして山

間の私たちの生活を守るだけではなく都会で暮らす人たちの生活も守ることに繋がる。山間地域（東

栄町以外でも）にはそういう役目が有り、私たちはその場所で生活している。そんな内容を入れること

で東栄町として独自性のある条例になりはしないかと考えました。是非とも子どもたちにわかりやすく

説明できる条例にしてほしいと考えます。 

 

中学生を対象に教育委員会と連携し条文及び解説集を基に環境について考える機会

を作ることで東栄町の豊かな自然や東栄町のような山間地域が持つ役割について学び

考える機会を作りたいと考えています。 

 また、解説集Ｐ１２の町民の責務に次のとおり追記します。 

 「東栄町のような山間地域が持つ役割について理解し、責任を持った行動をしま

す。」 
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３ （町の責務）第４条の３ 

「工場等の建設計画を知り得た段階で速やかに情報を開示する等により、紛争の予防に努める」 

私は、この案では具体的にどのような方法で「情報を開示する」か分からないので次のように提案し

ます。 

「……情報を、広報・回覧板・ホームページ・とうえい１２チャンネル等、複数の媒体に よって、全町

民に開示すことにより、紛争の予防に…」  

私は、○○○○の問題点の１つは、町と町議会 が、当該計画をいち早く知っていたにもかかわら

ず、全町民に、その情報を知らせなかっ たことにあると考えます。むしろ地域振興課は、大事な情報

を速やかに町民に知らせることを怠った事実が判明しています（振興課長の答弁より）。私は、その

反省 の上に立って、本条例の制定を目指すのであれば、町は、当然、全町民に対して、具体的 

に、どのような方法で情報の開示を行うのか、条文の中で明示するべきだと思います。ま た「速や

かに」という言葉の意味も曖昧です。本来なら、「町が知った後◎日以内」など 厳密な期日を設けて

ほしいと思います。 

 

町では、これまでの事案については、その時点での関係条例等の定めの中で適宜情

報提供を行ってきました。この条例案においては、第２２条以降で「意見聴取等」と

して、情報提供について、より具体的に規定しています。 

具体の流れは、解説集に掲げておりますが、説明会の開催などを通じて、事業者に

工場等の内容を周知させていくこととなります。 

また、この第４条第３項において、町の責務として、地域等への早期の情報提供も

行うことを明文化しています。 

周知の時期については、事業者の計画内容によるため、期日の定義はできませんが、

速やかに対応できるよう努めてまいります。 

 

 

４ （苦情等の処理）第３１条について    

 町は、長い間、○○○○における悪臭問題を解決できていません。これまで地元の住民が苦情を

何度も申立ててきました。ある町民は、何年にもわたって、悪臭の濃度・時間・日付などを記録して、

町に改善を訴えてきました。しかし町は、悪臭防止法で定められた臭気指数の数値を黒塗りし、その

結果を町民に明らかにしませんでした。さらに町民の２度にわたる情報公開請求によって、規制基準

をこえる悪臭が出ていたことが判明しました。それでも町は、悪臭排出企業に対して悪臭防止法にそ

った行政指導（改善勧告・改善命令など）を行いませんでした。町の裁量・任意にもとづく「指導」は、

極めて問題です。現在も悪臭は、ふたたび酷くなっています。この現状では、町が、町民の苦情に対

して、いかなる「対処」をしてくれるのか、まったくわかりません。また「適切に処理するよう努めなけ

ればならない」という規定だけでは、町の責務は果たせないと思います。よって次の文言の追加を求

めます。「……努めなければならない。町長は、広報・回覧板・ホームページ・とうえい１２チャンネル

等、複数の媒体によって、全町民に苦情等に対する処理と改善の結果を公表する。」 

 

 第３１条は、条文上は幅広く読み取れる表現としていますが、条文中の「適切に処

理する」の中で、必要に応じて苦情等の処理状況の情報提供を行っていく考えです。 

 

５ （町の施策）第１８条１～２    

第３１条と同様に、第１８条１～２の後に「整備後、町長は、広報・回覧板・ホームページ・とうえい１

２チャンネル等、複数の媒体によって、全町民に知らせなくてはならない。」「町長は、調査結果を、広

報・回覧板・ホームページ・とうえい１２チャンネル等、複数の媒体によって、全町民に知らせなくては

ならない。」を付け加えてほしい。 

第１８条第１項～第２項における体制の整備状況や調査結果の公表は、必要に応じ

て対応を検討していく考えです。 

６ （変更の届出）第２１条  

この条文は、たいへん重要です。なぜなら、○○○○の大きな問題点は、当該事業者が、計画案

の中で示していた燃料・取水方法などの重要項目を二転三転してきたことでした。町民は、みずから

学習会を重ね、事業者と質疑を行い、何が正しい情報・計画内容なのかを理解しなければなりませ

んでした。私は、当該事業者の不誠実さを何度も感じました。そのため、私は、第２１条には３項を設

けて、「町長は、施設設置者から変更の届け出があった時は、ただちに広報・回覧板・ホームページ・

とうえい１２チャンネル等、複数の媒体によって、全町民に知らせなくてはならない。」を付け加えるこ

とを提案します。 

町においてもパブリックコメント開始後に条文の再点検をしたところ、町に提出済

の事業計画等に変更があった場合の意見聴取等の手続きが明確でないことを確認しま

した。 

そこで、第２４条第１項を修正し、第２１条第２項による変更の届出があった場合

も意見聴取等の手続きを行うようにしました。ご意見には、これにより対応していき

ます。 

なお、事業計画書提出前に変更があった場合の意見聴取等については、第２２条及

び第２３条により対応していくこととなります。 
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７ （環境保全推進会議）第１９条  

この条文にある「相互連携や情報交換」とは何を意味するか、具体的に書くべきだと思います。ま

た１５人の委員は、町長の任意で選ばれるので、この「相互連携や情報交換」さえ、町と同推進会議

内にとどまるおそれがあります。これでは、町民への情報公開と町民との共有が担保されません。私

は、定数を決めず、委員を町民から公募することを求めます。このままの同推進会議では、委員のみ

なさんは、町民の意見と町の方向性との間で板 挟みになり、結局、町の責任を棚上げすることにな

ると思います。 

第１９条にある「相互連携や情報交換」は、以下の内容を想定しています。 

 ・町の環境に関わる取組や問題点について情報交換し、情報共有する。 

・町と地域が相互に連携し、情報収集や対策を検討する。 

・協定の締結や協定が締結できない場合のあっせん手続きの際に意見を聞く。 

なお、条文化することで推進会議の役割が限定しないよう、条文上は幅広く読み取

れる表現としています。 

委員数については、推進会議の議論を円滑に行うことを考慮し、１５人以内として

います。町民委員の公募につきましては、ご意見として承っておきます。 

８ （報告及び調査）第３３条  

町長の「調査」は、たいへん重要です。この「調査」を、より効果的に行うために、第１項は、「……

立ち入り、その者の帳簿書類、施設その他の物件を調査させることができ、調査に必要な測量や、

工場の生成物や廃液サンプル等の提供を求めることができる。」と書き加えることを提案します。ま

た、第４項を、次のように新設することも提案します。 「調査の対象となる施設の所有者、占有者、そ

の他、当該関係者は、正当な理由がない限り、第１項の規定による立ち入りその他の行為を拒み、

妨げてはならない。」 第３１条の「調査」は、「調査（その具体的方法は、第３３条に定めるものによ

る。）」 としていただくと具体的になり、明確になると思います。 

条文上は幅広く読み取れる表現としており、サンプルの提供等については、「調査さ

せることができる」の中で、必要に応じて事業者に求めて行く考えです。また、協定

を締結する場合は、具体的な調査の内容を協定書に盛り込むことも検討します。 

 第４項の新設については、第３３条第１項に違反した場合は、第３５条第５号によ

り違反事実として公表することにしておりますので、この定めにより違反をしないよ

う指導をしていきます。 

 第３１条の調査は、苦情の申立てがあった場合の実情調査について、第３３条の調

査は、汚染物質等を発生させている者その他の関係者を対象とした報告や調査につい

て定めているものであります。調査の段階が異なるため、第３１条の調査の具体的方

法を第３３条の定めによるものとすることはできません。 

９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（両罰規定）第３６条  

事業者は、第３５条で、すでに氏名を公表されており、本条文で同じ罰（公表）を二重に受けること

はできないのではないでしょうか。本条は「（行為者の違反事実の公表）」な どに改める方がよいと

思います。また「行為者を罰するほか」との文言がありますが、どんな処分なのかわかりません。こ 

れは「罪刑法定主義」の観点から問題があります。上位法の環境保全法などの範囲内で罰則をきち

んと定める必要があります。例えば、環境保全法第５６条には、実地調査への妨害を禁止する同法３

１条５項に違反して妨害行為を行ったものには３０万円以下の罰金を定めています。本条例案の第３

１条の 「調査」のところで、実地調査などへの妨害禁止を定めた上で、同じ刑罰を定めることができ

ると思いますので、再検討をお願いします。 

私は、環境保全条例審議会を３回傍聴しました。傍聴後、ある委員から、本条例案に罰則を設け

ない理由は、他の自治体が事業者に罰則を課したことで逆に訴えられた事例があるからだ、と伺い

ました。私自身は、その事例を承知していませんが、条例に罰則を設けること自体に違法性がある

のであれば、愛知県や名古屋市など多くの自治体に罰則つきの環境保全にかかる条例が存在する

はずはないと思います。行政側が誤った条例運用をしたために訴訟を起こされる可能性は、いつで

もあります。私は、東栄町が、町の豊かな自然を守る決意をもって、罰則付き条例を厳格に事業者に

適用することを求めたいと思います。ちなみに本条案では「公表」が、罰則として取り扱われています

が、その内容は「町ホームページと町内７カ所にある掲示板」に掲載するのみです（「解説集」より）。

これが本当に事業者に対する罰則と言えるでしょうか。私はたいへん疑問です。この条例案では、 

事業者が「環境影響評価書」の提出を拒んだり、緊急時の一時停止の勧告・命令に従わなくても、そ

の罰則が、東栄町のような小規模自治体内７カ所に「公表」されるにとどまります。このような罰則で

コンサルタント等が違反した場合を想定しての条文ですが、項建てに改めることと

し、第３５条に一本化します。 

また、「行為者を罰するほか」との文言については、行為者に対する違反事実の公表

を罰とみなして「罰する」と表現しておりましたが、誤解を生じる表現でありますの

で、「行為者を罰するほか」を「行為者のほか」に改めることとします。 

 

罰則については、事業者にとっては、罰金よりも企業イメージのダウンの方が有効

であろうと考え、違反事実の公表に代えて設けないこととしました。町としては、ま

ずは、条例違反のないよう指導に注力してまいります。 
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は、条例違反は、繰り返されるでしょう。以上のことから、私は、本条例案は、東栄町の豊かな自然を

守るために有効な内容になっていないと思います。そして本来、町の環境を破壊するおそれのある

事業者を縛るはずの条例案が、町民の義務まで具体的に規定して拡大しているのは、本末転倒だと

思いました。例えば、第６条～第１０条、第１６条などは不要だと思います。別途、条例を作る方が「環

境保全条例」の趣旨にあっていると思います。 なお、私が環境保全条例審議会を傍聴したかぎり、

委員の中に、大学の法学部の教授や弁護士など法律の専門家が入っていないことは、大きな問題

だと思いました。法律の専門家 の助言がなければ、条文に、どんな規定を盛り込めばいいのか、ど

のような議論を重ねればよいのか、なかなか判断することは難しいと思いました。町は、町の豊かな

自然を守る ために、委員のみなさんが、自由に、弁護士などの専門家にアドバイスを求められる環

境 をつくるべきだったと思います。スケジュールの問題もあるかとは思いますが、本条例は、町独自

のものであり、同時に、多くの町民が関心を寄せているものです。あらためて法律の専門家の意見を

聞いて、練り直していただくことを求めます。 

 

「事業者を縛るはずの条例案が、町民の義務まで具体的に規定して拡大しているの

は本末転倒、第６条～第１０条、第１６条などは不要」とのご意見ですが、良好な環

境を守り創り上げていくためには、町、事業者、町民全ての協力が必要であるとの認

識が審議会委員の間で共有され、当該条文につきましても、それぞれの立場で守るル

ールとして盛り込むこととしたものです。 

 

「審議会委員に法律の専門家が入っていないことは問題。あらためて法律の専門の

意見を聞いて、練り直しを求める」とのご意見ですが、審議会はどのようなことを条

文に盛り込むかを検討及び提言する場であり、法規解釈についてチェックする場では

ありません。法規解釈は、行政の役割であると認識しています。 

 

 

１０ 〝条例〟を定めるという以上、当該自治体にとっては「憲法が国民を縛る（当然ながら、権利を守る

と同時に「納税や労働・教育」の義務を要請する）もの」と同様に、町民にとっての権利を守り責務を

要請するものとなります。 

   残念（当然）ながら、国・県といった上位行政体の定める法規を超える定めは困難なことと、定め

の開始以前の事案には適用できないというものであります。 

   しかも、刑法様の罰則規定は馴染まない処でもあります。 

「紛争」の字句の除外を話し合いながら、一方で○○○○という事案の発生以後に本審議会が設け

られ、その審議委員は当該事案の反対表明組織の代表や施設設置予定の当該区を含む区長会メ

ンバーの参画・構成で議論される姿に、どうしても「当該事業（者）をターゲットにした」感が想起され

る処です。 

一方、第６次総合計画には「環境条例の制定」を目指すという目標が掲げられ、町民の自然環境・生

活環境を守り、町民の健康に資する〝まちづくり〟は当然に「町民の希求する処」であります。 

   「理念」の議論は大いに結構なことと思います。前文の形をとって、この条例制定の趣旨を町民

に衆（周）知し了解させ、共に〝責務を自ら果たして〟権利を守る為には必要と考えます。 

小生の考える「理念」に求めるものは以下の２点です。 

   ① 条例が町民を縛るものであると同時に、行政執行に係る『町をも縛るもの』となることです。

町長始め町職員にとって、行政に係る職務執行・遂行はこれら法令・法規は勿論、条例にも則って行

うものであります。しかし一方で、明示された「理念」（時に、「公約」や時勢の変化を読み取り『町の 

為・町民の為』といった視点と判断に負うものを含む！）に従いつつ、執行・遂行者の『裁量の余地』

をも包含する（確保すべきもの）もののはず・・です。 

    『裁量の余地』の無い〝文言〟には、推して知るべき〝人間社会の狭窄〟を惹起します。 

以下に連なる「各条の条項」で定める処の、事務マニュアル様の（執行・遂行者のみならず、個々の

町民・事業者の）手足を縛るものとすることには絶対に反対 です。「できる・・」等の文言のココロは、

行政側のみにあるのではなく、従うべき側にも適用されるものであることを認識すべきと考えます。 

   ② 〝地球環境〟を事々する記述を盛り込もうとしています。 

 

貴重なご意見として承っておきます。 
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 東栄町には、「地球温暖化防止対策実行計画」「環境保全率先行動計画」といった計画が、平成２５

年から５年間の期間であったはずです。「町民・事業者・行政一体・・」と言いつつ、行政職員が「率先

の行動計画」でした。タイトルから垣間見える能書きで始まるものも、「期限切れ」となっていると、町

を攻めるのが正しいかどうか？・・というより、町民あるいは本審議会委員各位から、そうした指摘や

問題提起すら無いのが現実です。 

環境に係る関係者（町民・事業者・行政）の〝認識のレベル〟・・とも云える一方、前向きに考えれば

「環境配慮資材等の調達」などは、既に（計画の遵守の成果として）〝当たり前の行動〟として定着

の故に、改めて延長・定め直す必要など無いのかも・・とも考えます。 

 ○○○○の事案を機にした自らの〝不安〟・〝懸念〟に基づく条例制定請願に至り、縷々討議さ

れる中で、大きく「地球環境保全（第３条）」とまで言及し〝創造（前文）〟とまで言い募っています。 

勿論、「地球環境保全」の大切なことと「そのことには」賛同はしますが、果たして東栄町民自らの心

映えとして本当に地球を意識した環境保全に率先して取り組んでいると云えるでしょうか？ 

   「理念」として自らの自然環境や生活環境の保全を超えて、大きく構えることの必要性を覚えま

せん。「為にする一部団体・組織」の意図は〝全体的〟な「町民」の意志とはかなり異なるものです。

「先進的な環境条例として制定した」と宣伝されるだけのための「理念」部分は全く必要ありません。 

「制定した」と宣伝されても「制定によって地球環境保全に東栄町が近隣・県下・国・世界に認知され

る行動・実践」の評価は並大抵の責務の実行では難しい処と考えます。 

  「まちづくり基本条例」「森づくり基本条例」すら、どれだけの町民に読み込まれ、認知されているこ

とやら・・というのが現状でしょう。 

「理念」と共に、もう少し考えて頂きたいことがあります。 

国連や国・県とは異なり、地域自治体は地域に足を着けた事案の検討・解決を目指して欲しいと考

えます。 

例えば、自然環境を言うなら、「森づくり基本条例」との関係は思考のヒントです。間伐促進や陽だま

り作戦などは、地域の林地（自然）の保全・再生（再生による持続性の維持はまさに〝創造〟）です。 

  隣地に放置された（倒木懸念の）山林や（浸食の激しい）竹林、雑草の刈られない畑地等もまた、

自然環境は元より生活環境にも大いに影響を与えています。 

   「ヤマヒル」「農作物への鳥獣害」は身近な自然環境・生活環境の課題です。野焼きの否定の発

言もありましたが、「雑草・枯れ枝葉」は誰か片付けてくれるものなのでしょうか？ 町内一斉のゴミゼ

ロ活動では、煙草の吸殻に限らず、弁当の入れ物やペットボトル・空き缶の数々を回収しています。

通学路のブロック塀や（倒壊・不法侵入・火災等の懸念がある）廃屋の問題も生活環境、そして〝歴

史と文化を含む〟『景観』（当地・山間地の自然環境そのもの）にもより身近な課題が縷々存在してい

ます。・・既存の〝日常〟レベルからスタートすること！（言い過ぎかも知れませんが、世界（地球）環

境保全なんてオコガマシ過ぎませんか！） 

今般の○○○○の事業に係る水質汚染を懸念するなら、農業集落排水とか大千瀬川の現状といっ

た既存関係者への配慮も勘案が必要です。また、「○○○○」の熱帯魚飼育だって懸念材料の一つ

となるかも知れません。こうした既存の事業への不安・懸念は、「証拠があって初めて動く・・」のが適

切・穏当でしょう。⇒ 町民が、「外からの人をどう見ているか？」ということを〝不信〟であらかさま

にするものであってはならない！・・と思います。 
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 「急いでまとめることが果たして重要か？」という意見もあったかと思いますが、所詮、急いだ処で

〝罰則は無く〟・〝モノを言う（ケチをつける）〟根拠を持つだけ・・。 

「東栄町環境保全条例（仮称）の制定に向けて」頭書の（２）－①『町民、事業者それぞれの立場に於

いて公平に運用できる条例』・・との記述にある〝それぞれの立場に於いて公平に・・〟に対する討

論が欠如（事業者欠席裁判？）している様にも思えてなりません。 

この〝公平性〟こそは、大げさな「理念」を掲げること以前に、重要且つ忘れてはならないポイントで

はないでしょうか！ 

  条例をまとめることは審議会（座長は勿論のこと・・）として大切なのかも知れません。但し、「まち

づくり基本条例」にもある通り、〝町（行政）に何かヤラセル〟のではない、『町民が自らマズ何をす

るか』、その上で〝協働〟することこそが肝要でしょう。 

「町民」も一部の利害関係者を想起させる団体・組織体ではなく、「広く町民を被うもの」／その意見を

踏まえた上での最大公約数であることを希望します。 

   前半部でも言及した通り、〝紛争〟という文言を回避はしていても、本仮案を読み取り・聞き取

る限り、〝ある恣意的な規制案〟と感じます。自ら前面に立つことを避け、行政にマル投げするかの

如き条文であり、「（特に町長・役場職員の）〝裁量の余地〟を極力排除するという、行政の手足を

縛らんとの傾向」を覚えます。 

町内の既存事業者（畜産農家等を含む・町内公道を通過する資材等の搬送業者も含む）への配慮よ

りも、〝町外から〟の新規参入者（事業者？）については、「観光客・鮎釣り客」への言及・議論を聞く

程度であって、あたかも町外から（誘致もされないのに）進出して来た事業者への配慮（牽制・嫌がら

せ）となっている・・様に思われます。 

本仮案の条例化は、コロナ禍に於ける特措法や疫病法の「拙速な運用にも似て」います。いま少し、

時間を掛け、議論を広げ且つ深めることを希望し、当面の本条例制定（改正）に反対します。（別の 2

条例の制定・改正に係るパブコメを併せご参照賜れれば幸甚です。） 

 

 


