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１． 概 要                                          

（１）実 施 期 間   令和３年１月１５日（金）～令和３年２月１５日（月） 

 （２）意見提出者数   １５人（町内：１３人、町外：２人） 

 （３）意 見 数   ５３件 

 

 

２． 小川町第５次総合振興計画後期基本計画（案）についてのご意見と町の考え方                                          

小川町第５次総合振興計画後期基本計画（案）について、パブリックコメントを実施したところ、沢山の貴重なご意見を

いただきました。ご意見とご意見に対する町の考え方は１ページ以降をご覧ください。 

なお、総合振興計画は、地域づくりの最も上位に位置付けられる行政計画で、基本構想、基本計画、実施計画により構成

され、長期展望に立った計画的、効率的な行政運営の指針を示すものです。 

今回改定する基本計画は、町の施策を体系的に示したもので、施策や事業の推進のための行政運営の在り方などを示した

ものです。そのため、個別具体的な内容については、個別計画や実施計画において検討、計画していくことをご承知おきい

ただきますようお願いいたします。
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収受 NO.－ 

(意見 NO.) 
ご意見（概要） 町の考え方 

１－（１） 遠ノ平山地 内洞沢・菖蒲沢には、不当・不法と疑われ

る公売方法でこの山地を獲得した野立て太陽光発電事業者

が獲得した結果、そこに住む住民の生活権が脅かされてい

る、且つホタルの里も棚田の景観も脅かされかねない状態

があるという事を認識されていますか？ 

『太陽光発電事業の適正実施に向け、関係する法令やガ

イドラインの遵守により、地域の環境及び住民意識と調和

した適正な発電事業となるよう促します』で、太陽光発電

による里山景観破壊・山林破壊を防止出来ると思っている

のですか？ 

関係する法令やガイドラインではなく、罰則を盛り込ん

だ厳しい小川町独自の条例を作成して何故適用しないので

すか？ 

『太陽光発電事業の凍結 関連法案を最大限駆使して、

町条例を厳格に適用して平地・山林地を含め小川町全域に

おける太陽光発電を凍結する』に変えることを強く求めま

す。 

公売については、滞納者の所有する土地を税法に基づき差押え

をし、適正に実施したものです。 

 町では、平成 29年に「小川町太陽光発電事業の適正実施に関す

るガイドライン」及び「小川町太陽光発電事業実施の手続等に関

する要綱」を制定し、地域の環境及び住民意識を調和させた適正

な発電事業の実施になるよう、誘導してまいりました。 

 また、国及び県では、事業の実施に伴い環境影響が顕在化して

いる状況を踏まえ、大規模な太陽光発電事業については「環境影

響評価法」や「埼玉県環境影響評価条例」で公害の防止や自然環

境の保全を図っています。さらに、環境省として、「環境影響評価

（環境アセスメント）」の対象にならない規模の事業についても、

適切に環境配慮が講じられ、環境と調和した形での事業の実施が

確保されるよう、「太陽光発電の環境配慮ガイドライン」を令和２

年３月に策定したところです。 

 条例化については、現在研究していますが、土地利用にかかる

関係法令ごとの様々な規制を越えて、私的所有権等を規制し、太

陽光発電事業の規制、又は排除するような条例を制定すること

は、多くの課題を抱えており、慎重な対応が必要と考えていま

す。 
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２－（１） 加筆修正点 

 ３ページ ３つの考え方に、下記の項を付加する。 

(自立性の向上) 

小川町にある資源やお金、人材が持続的に循環することに

よって、少しでもこの町で自給できる部分を増やしていき

ます。 

10年間の計画に一貫性を持たせるため、前期基本計画の３つ

の考え方を継承しています。 
 

２－（２） 25ページ 

「安心・安全に暮らすための地域の環境づくり」の3つの施

策に以下を付加する。 

(４) 防災設備における、エネルギーの自立の促進 

 避難所や防災倉庫に、地場産のエネルギー源を導入し、

自立性を向上させます。 

第２編第３章第８節基本方針において、『「小川町地域防災計

画」に基づく避難施設、防災拠点施設の整備に努める』としてい

ます。 

また、災害対策基本法に基づく「小川町地域防災計画」には、

『防災拠点施設の整備として再生可能エネルギーの利用を図る』

としています。 

２－（３） 50ページ 

 １.コンパクトシティづくり に以下を付加する。 

(３) 電動車両の普及促進と太陽光やバイオマスのエネル

ギー由来の給電施設を充実させる。そのことによって、障

害者、高齢者も積極的に移動できるように整備する。 

第２編第４章第４節基本計画１―（１）はエコカータウンの形

成として、『エコカーの普及や利用環境の整備、電気自動車の蓄

電機能活用を進める』としています。 

また、町では、障害者や高齢者などの交通手段を持たない方が

積極的に移動し、活動できるよう、デマンドタクシーを運行して

います。 

２－（４） 61ページ 

 (１)地域防災計画の推進 の内容に以下を付加する。 

また、防災倉庫、指定緊急避難場所、指定避難所における災

害備蓄物資や自然エネルギーによるエネルギー供給設備の

拡充とともに、情報伝達手段の強化、防災訓練の実施に努

めます。 

第２編第３章第８節基本方針において、『「小川町地域防災計

画」に基づく避難施設、防災拠点施設の整備に努める』としてい

ます。また、災害対策基本法に基づく「小川町地域防災計画」に

は、『防災拠点施設の整備として再生可能エネルギーの利用を図

る』としています。 
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２－（５） 65ページ 

 ２ 強靭な水道 の、以下の項を付加する。 

(２) 水源の多様化  雨水の積極的な利用を推進します。

町内の利用可能な井戸を把握し、日常の利用とともに非常

時も地域で利用できるように計ります。 

雨水については、第２編第４章第２節基本計画５－（２）にお

いて、『雨水の有効利用を図る』としています。 

また、「小川町地域防災計画」において、『災害時の井戸水の活

用について、自主防災組織単位で利用できるように検討し、災害

時の町民の生活用水の確保を図ります』としています。 

２－（６） 69ページ 

 現状と課題 の最後に、以下を付加する。 

小川町には、学校給食の残渣から、良質な液肥とエネルギ

ーを生み出す施設を長年にわたって運営してきたNPOがあ

ります。資源循環の観点からも、その手法を学ぶ必要があ

ります。 

 

第２編第３章第２節基本計画１－（１）において、『「第２次小

川町環境基本計画」に基づき環境教育を推進する』としていま

す。 

また、個別計画である「第２次小川町環境基本計画」では、

『生ごみの再資源化のための取組を支援することや、食品ロスの

削減に努める』としています。 

２－（７） 71ページ 

 基本方針 に、以下を付加する。 

地球温暖化対策として、二酸化炭素排出量の抑制など環境

への負荷を軽減するための取組を行政が率先し、町民、事

業者と一体となって推進します。 

 地場産の自然エネルギーを中心としたエネルギー供給の

仕組みを検討します。 

地場産の自然エネルギーを中心としたエネルギー供給の仕組み

を検討するということも考慮し、現行の基本方針の記載となって

います。 

また、基本計画１－（２）において、『木質バイオマス資源や

太陽光エネルギーなどの再生可能エネルギーの有効活用を推進す

る』としています。 

２－（８） 95ページ 

 ５ 新たな農林業の展開 (５) 木材利用の推進 の内

容に、以下を付加する。 

 地場産の木材利用の推進を図ります。材木の需要を増や

すため、未利用材などの利用拡大を進めます。薪ストーブ

木材の普及といった観点から、町では、第３章第２節基本計画

２－（２）や第４章第４節基本計画１－（２）などで『木質バイ

オマスの有効活用を推進する』としています。また、「第２次小

川町環境基本計画」において、『薪燃料の普及に向けた情報発信

に努める』としています。さらに、第６章第２節基本計画に『伝
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などの普及を図ります。それとともに地域内の薪流通や煙

突業が成り立つような仕組み作りを支援します。 

統産業を活用した事業、経営者主体の事業、商品開発や研究など

を引き続き積極的に支援する』としています。 

２－（９） 加筆修正点 

 以下の点を修正付加する。 

３P (町民参画の推進から、町民主体への転換)  

第三は、町民参画の推進から町民主体への転換です。厳し

い財政状況の中で行政にできることには限界があります。

このため、将来世代への負担を増加させない効率的な財政

運営に取り組み、町民の当事者意識を醸成し、町民にでき

ること、地域コミュニティにできること、企業にできるこ

となど、町民総参加によるまちづくり、協働によるまちづ

くりを進めます、さらに、町民が自ら考えて、作り出し

て、動いていく、それを行政に反映していく仕組みの構築

を進めます。 

町においては、様々な段階で町民の参加を目指しています。 

今後も町民参加によるまちづくりを目指します。 

２－（10） 加筆修正点 

45ページ 基本方針 に以下を付加する。 

小川町の土地・自然は次世代に引き継ぐべき宝物として位

置付け、その上で、秩序ある土地利用を推進するため、基本

構想の土地利用構想に沿って、本町の活性化方策を推進し

ます。 

また、関連法令の運用により土地利用を適切に規制すると

ともに、面整備事業や地区計画などの規制誘導手法の導入

を進めます。必要に応じて条例制定などにより実効性のあ

る対策をとることによって乱開発を防止します。 

第２編第３章第２節の自然環境において、読み取れるような表

現にしています。 

なお、土地利用に関し、新たに条例制定することは、現時点で

は考えておりません。 
 



 

   5 

 

２－（11） 48ページ 

２ 里地里山の保全・活用 (１)森林の適切な管理と活用 

の内容に以下を付加する。 

森林の有する公益的機能の維持増進を図るため、森林組合

など関係団体と連携し、持続的な利用・管理の取組を推進

します。不法な産廃や乱開発につながる残土搬入に対する

監視を、住民との協力を得つつ強めます。 

第４章第４節の基本方針及び基本計画において、『廃棄物の不

法投棄や埋め立ての監視を強化する』としています。 

 

２－（12） 70ページ 

(６)不法投棄廃棄物の処理 の、内容に以下を付加する。 

河川・山林などへのごみの不法投棄については、関係機関

と連携して監視体制 

ご意見のとおり修正いたします。 

２－（13） 加筆修正点 

12ページ 

(課題)の最後に以下を付加する。 

 2011 年以降一時停止していた原子力発電所の再稼動が、

進みつつあります。もし事故が起こると、非常に大きな影

響を受けます。原子力災害に対する避難計画、対策、備えを

検討しておく必要があります。 

「地震や風水害など」として、代表的な例をあげています。原

子力に関しての災害対策については、災害対策基本法に基づく

「小川町地域防災計画」にて計画しています。 

 

２－（14） 61ページ 

基本方針の最後に以下を付加する。 

さらに、武力攻撃が発生した場合に備えて令和３（2021）年

３月に改訂した「小川町国民保護計画」の推進を図ります。 

さらに、原子力災害が発生した場合に備えて、実効ある避

難計画、対策、備えを検討します。 

原子力に関しての災害対策については、災害対策基本法に基づ

く「小川町地域防災計画」にて計画しています。 
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３－（１） ・福祉人材の育成・・・ 

行政は福祉人材の育成という視点だけではなく、新たに

有能な福祉人材を発掘するのだという視点も忘れてはなら

ない。 

町においても、福祉人材の発掘は大切であると考えています。

福祉人材の発掘には、その前提として、福祉教育を推進し、ノー

マライゼーションの理念を普及することが必要であると考え、第

５章第１節の基本方針や基本計画２－（２）において、『福祉教

育の推進やノーマライゼーションの理念の普及を図る』としてい

ます。 

３－（２） ・地域福祉推進のための連携強化・・・ 

これからの連携強化とは、すべての人や団体や資源を一

緒くたに巻き込むことであると思う。 

地域コミュニティに参加する最初のハードルを突破する

には、行政によるきっかけ作りや社会参加の機会の提供な

どがある。例えば地域社会で暮らす意識ある住民を発掘し

て少し強引にでも地域福祉活動に巻き込むのである。そし

て、その人をリーダーとしてそこに介在している人や団体

や資源が網の目のように繋がる地域コミュニティを作るの

である。 

これからの時代は行政サービスとして何でも行いますと

いう措置的視点では行政運営は成り立たない。行政でもで

きないことはできないとはっきり明示して、町民にできる

こと、地域でできること、企業にできることに区分する。そ

れぞれの棲み分けを明確にして、自分の責任分担でできる

ことを全うして、全体としては協働でまちづくりを行って

いくという考え方が必要である。 

ご意見のとおり、地域福祉推進のための連携強化には、すべて

の人や団体や資源を巻き込むことが必要だと考えます。そのた

め、第５章第１節基本計画１－（１）において、『（略）町民、社

会福祉協議会、ボランティア、ＮＰＯ法人などが連携し、地域で

支え合う仕組みの構築を進めます。』としています。 

 また、地域コミュニティに参加するきっかけ作りについては、

ウルトラ防犯パトロール隊や放課後子供教室など、町の様々な事

業において、ボランティアを募集することで、町民の社会参加の

機会を提供しています。引き続き、様々な事業の実施計画の段階

において、町民の社会参加の機会の提供を図ってまいります。 

行政サービスについては、町としても、行政にできることには

限りがあると認識しています。そのため、第１編第１章第２節の

とおり、町民総参加によるまちづくりを計画策定にあたっての考

え方として位置付けています。個別計画である「第２次小川町環

境基本計画」や「第３次小川町生涯学習推進計画」などでは、町

民の取組を計画の中に位置付けています。今後、他の計画におい

ても町民や企業の取組が位置付けられるか検討してまいります。 
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３－（３） ・地域での相談体制の確立・・・ 

ダウンサイジング、中央から地域へ、行政主導から地域

発動へ、包括的支援から地域密着へ、これらのテーマが示

す通り小川町総合福祉センターの地域版ともいうべき地区

福祉相談センターの設置が急務である。今後は地区にも「福

祉の顔」とでもいうべき人材が必要である。地区福祉相談

センターに有能な相談者がいるのといないのとでは、地域

に根ざした安心安全な福祉のまちづくりの推進に雲泥の差

が出る。 

町では、専門的な相談にも対応できるよう、地域包括支援セン

ターや児童家庭支援センターなどで対応しています。また、地域

福祉の担い手として、民生委員・児童委員、地域福祉委員に活動

いただいているところです。 

地域の中で支援を必要とする方を、近隣の様々な役割の方が多

角的に支える体制「人的インフラ」を構築することによって、安

心して生活できる暮らしやすいまちづくりを目指してまいりま

す。 

 

３－（４） ・「生きがい」の創出・・・ 

超高齢社会を生き抜くには、共助や公助も必要だが一番大

事なのは、やはり自助であると思う。住民同士で支え合い

ながら地域で共に生活していくには、まずは自分の立ち位

置、居場所、生きがいを見つけることである。生きがいの気

づきを与えるのもこれからの行政の役割といえる。 

ご意見のとおり、高齢化社会においては、「生きがい」を見つ

けることが大切だと考えます。 

そのため、第５章第４節基本計画２－（２）において、『（略）

老人クラブをはじめとした各種団体や地域の介護予防サポーター

と連携し、高齢者が地域において公民館活動などの生きがいをも

ちながら様々な機会を通じて支援し合うことができるような体制

を強化します。また、多様化するニーズに応じた活動へのきっか

けづくりや人材育成などを支援し、高齢者の自己実現の機会の拡

充を図ります。』としています。前述のとおり、町ではウルトラ

防犯パトロールをはじめとした各種事業においてボランティアを

募集して、町民の社会参加の機会の創出を図っています。今後も

生きがいづくりの一助となるよう、取り組んでまいります。 

３－（５） ・広報・情報提供の工夫・・・ 

若い世代では、情報検索するのにもパソコンは使わない

ことがある。多くの若者はスマートフォンでハッシュタグ

町では、紙媒体の広報紙のほか、町ホームページ、防災メー

ル、Twitterを、観光協会では Instagram等、様々な情報発信ツ

ールにより、情報提供を行っています。 
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検索をする。情報の信頼性は検索サイトには劣るが、最新

の情報がリアルタイムで検索できるのは Twitter 等 SNS の

強みである。SNSは緊急時や災害時には計り知れない威力を

発揮する。使えるものは何でも使っていこうという姿勢で、

新しい情報ツールを活用した情報提供に取り組んでもらい

たい。 

ご指摘のとおり、世代や性別によって使用頻度の高いツールは

異なるため、目的やターゲット、時代の変化に応じて、適当な情

報発信ツールを活用し、情報提供をしていくことが必要です。 

今後も、目的・ターゲット・時代に合った情報発信ツールを活

用しながら、町の情報提供に努めてまいります。 

４－（１） 最近メガソーラーによる自然破壊が急増しています。 

・住民の安心安全を考え 自然災害のある場所に設置させ

ない 

・自然と文化を生した町にふさわしい景観を守る 

・地域の文化的資源や自然を守る 

・町として速やかに条例制定し守らない事業者は排除でき

るようにする 

第２編第３章第２節基本計画２－（３）において、太陽光発電

事業の適正化について謳っています。 

 自然と分野の保全・活用について、文化については、第２編第

２章第３節の基本方針及び基本計画１、２において、『伝統文化

や文化財を適切に保存・活用する』としています。自然について

は、第２編第３章第２節の基本方針や基本計画において、『自然

環境の保全のため、環境教育の充実や改善活動を推進する』とし

ています。 

 条例化については、現在研究していますが、土地利用にかかる

関係法令ごとの様々な規制を越えて、私的所有権等を規制し、太

陽光発電事業の規制、又は排除するような条例を制定することは、

多くの課題を抱えており、慎重な対応が必要と考えています。 

５－（１） 第１編第１章第１節のなかで「本町は依然として厳しい

財政運営を余儀なくされていましたが～という財政難に関

する部分が出ているが、結びでそれにこたえる文がなく、

文章として不完全に感じた。財政を立て直す等の言葉がな

いと他人事のように映ってしまう。 

第１編第１章第１節は「計画策定の目的」として、課題を整理

した項目になりますので、現在の状況を述べるに留めています。 
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５－（２） 第１編第１章第２節の都市のコンパクト化とネットワー

ク化という見出しの「ネットワーク化」という言葉がわか

りづらい。何と何の連携を強化するかが明確でないため、

明確にした方が良いと感じた。 

ご意見を参考に、第１編第１章第２節の３つの考え方のうちの、

２つ目の考え方については、次のとおりに改めます。 

 

（コンパクト化とネットワーク都市の形成） 

第二は、コンパクト化とネットワーク都市の形成です。人口減

少、…（略）…その提供範囲をコンパクトに保ちつつ、小川町駅

周辺の中心拠点と町内の地区拠点を公共交通で連携することによ

り…（以下略）。 

５－（３） 第１編第３章第２節のグローバル化の中の、小川町の状

況について、訪町外国人や町住外国人についての情報など

があると良いと思った。さらにホンダの躍進の予想を書い

ているが、電気自動車だとエンジンはモーターになるため、

どうに展開するかがわからない。グローバル化についての

ウリがなにか他にあるといいと思った。思いつくのは和紙

や酒は世界商品になる可能性がある。 

 

社会経済の変化による課題を整理するために、グローバル化の

現状を整理した項目となっています。 

５－（４） 第２編第２章第１節の生涯学習についての基本計画の中

に Wifiスポット等のサービスを考えてはどうか。最近、小

川学など地域に根差した学習体系が生まれつつある。町づ

くり、町おこしについて町民参加型の手法を持ってはどう

だろうか。 

町では、「小川町地域防災計画」に基づき、防災拠点施設（公

民館等）に公衆無線ＬＡＮを整備しました。 

また、第２編第１章第２節において、町政のあらゆる機会にお

いて町民参加を推進することも示しています。 

５－（５） 第２編第２章第５節の義務教育について、不登校につい

ては最近、「義務教育の段階における普通教育に相当する

教育の機会の確保等に関する法律」が出来たため、それを

不登校児童・生徒の中には、学校外の施設等において相談・指導

を受け、社会的な自立に向けて努力している児童生徒もいます。

このような児童・生徒の努力を評価し支援するために町教育委員
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悪とするということは古くなりつつあります。つまり学習

する限りにおいてはフリースクールやホームスクールが社

会的に認められつつあります。公教育だけが教育の場では

なく地域で育てることが重要だと思います。目標指数が公

教育の成績に関することに偏っているように感じて、少し

さみしく感じたので、小川町ならではの教育の尺度を考え

てはと思いました。例えばよく小川町町外から来た方に言

われるのは小川町の小中学生はよく挨拶をするということ

でした。これは生涯にわたって得する美点だと思いますが、

小川町ならではの目標指数を掲げ、推進することは大きな

意味があると思います。 

会といたしましては、一定の要件を満たす場合、指導要録上出席

扱いとしています。 

 次に、教育の尺度についてです。当町の小中学生がよく挨拶を

するとご評価いただいたことは町教育委員会としても大変嬉しく

思います。 

 当町では、教育行政の基本理念として「自立と自尊の小川町の

教育」を掲げ、「知・徳・体」のバランスの取れた児童・生徒の育

成を目指しています。 

教育の効果は様々な現れ方があり、すべて数値で表せるもので

はありません。しかしながら、本計画の目標指標は数値で現わせ

ることが必要となります。そこで、「知」の目標指標としては、全

国や全県で実施している標準化された学力調査結果を用いること

といたしました。また、「徳」、即ち豊かな心の育成に係る目標指

標としては、児童・生徒の不登校の割合を用いることとしました。

「体」、即ち体力や健康保持の目標指標には、児童・生徒の朝食欠

食率や、学校の食育指導実施回数、また体力テストの結果を用い

ることしています。 

町教育委員会では、これら目標指標の達成を目指しながら、確

かな学力と豊かな心、そして体力をバランスよく身に付け、これ

からの社会をたくましく生き抜き、未来を支える児童・生徒の育

成に努めていきます。 

５－（６） 第２編第３章第２節の自然環境について。里地里山の保

全・活用の（３）太陽光発電事業の適正化ですが、ガイドラ

インは法的拘束力がなく、大規模な山林の場合小川町は法

条例化については、現在研究していますが、土地利用にかかる

関係法令ごとの様々な規制を越えて、私的所有権等を規制し、太

陽光発電事業の規制、又は排除するような条例を制定することは、
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令の空白地帯であり、法的に遵守させる根拠がありません。

条例の制定などを行い、町民や役場の意思で可否を判断で

きる山林の自然環境を守る条例制定が必要だと思います。 

多くの課題を抱えており、慎重な対応が必要と考えています。 

５－（７） 第２編第３章第２節の自然環境について、さらに３河川

等の保全ですが、（1）清流の回復については河川は現状の

形状の三面側溝は生物が生息するにはいささか単純すぎ、

生物が生息しやすい環境とは言えません。河川は水を排水

するとともに浄化し、様々な生き物の住みかになります。

溶存酸素濃度が高くなる工夫や、生物が住みやすい多少複

雑な構造を意識し、次回の河川改修の際には是非とも生物

共生型の河川改修を行っていただきたいと思います。 

個別具体的な内容につきましては、各課の個別計画や実施計画

において検討してまいります。 

 

５－（８） 第２編第３章第２節の自然環境について、同じく３河川

等の保全の（２）水量の確保についてですが、昔から治水の

基本は治山です。小川に適した植生の健全な山づくり、山

地利用のガイドラインの作成が必要ではと思います。そう

すればおのずと BODも下がるものと思います。 

ご意見のとおり、水量の確保には、森林の保全が大切です。そ

のため、第２編第３章第２節基本計画３－（２）において、『水

量を確保するため森林の適正管理を推進します。』としていま

す。 

なお、個別具体的な内容については、個別計画や実施計画にて

検討してまいります。 

５－（９） 第２編第６章第１節の農林業について。小川町で農地取

得がままならずときがわに移った人間を何人か知ってい

る。今の新規就農数だと先細りは目に見えているので新規

就農者の確保のための新たな仕組みを設けた方が良いと思

う。 

第２編第６章第１節の基本計画３－（２）にて、新規就農者の

確保と育成を推進しています。また、就農希望者の農業研修機関

として、「小川町明日の農業担い手育成塾」を設置し、就農希望

者を募集しています。 

なお、具体的な内容につきましては、個別計画や実施計画にて

検討してまいります。 

 



 

   12 

 

５－（10） 第２編第６章第２節の商業について駅前通りの商店街が

なんとも寂しいので曜日や時間限定で歩行者天国にしてマ

ルシェをしたらどうか。 

第２編第６章第２節の基本計画にて、空き店舗対策や自主的活

動への支援についてお示ししています。 

具体的な内容については、個別計画や実施計画にて検討してまい

ります。 

５－（11） 第２編第６章第４節の観光について、民泊施設を町で把

握し、案内するといいかもしれない。 

薪ボイラー、太陽熱温水、オゾンで循環等を使い、ランニ

ングコストを下げ、パトリアの風呂の再開ができないもの

か。 

民間施設との連携を図るため、第２編第６章第４節の基本計画

２－（１）において、地域産業との連携について謳っています。 

パトリアおがわの風呂・プールは、老朽化により維持・運営に

多くの費用がかかるため、将来世代にその負担を残さないために

も休止としています。新型コロナウイルス感染症に対応した、介

護予防や健康づくりの場の施設となるよう検討しています。 

６－（１） 自然豊かな小川町の森林がメガソーラーの開発により何箇

所も山林が伐採され地肌がむき出しになる状況が生まれて

いる。 

このような状況作らないためにも早急に町の条例を作る

必要がある。 

第２編第３章第２節基本計画２－（３）において、『太陽光発

電事業の適正実施に向け、関係する法令やガイドラインの遵守に

より、地域の環境及び住民意識と調和した適正な発電事業となる

よう促します』としています。 

条例化については、現在研究していますが、土地利用にかかる

関係法令ごとの様々な規制を越えて、私的所有権等を規制し、太

陽光発電事業の規制、又は排除するような条例を制定すること

は、多くの課題を抱えており、慎重な対応が必要と考えていま

す。 

７－（１） 「第２節 自然環境 （３）太陽光発電事業 の適正化」の

記述について 

表記（３）の記述には、その前項（１）（２）との整合性

がありません。（３）太陽光発電事業 の適正化 に関しては、

町として自主性のある取り組みが掲げられていません。 

里地里山の保全のために、第２編第３章第２節基本計画２－

（３）の記述としています。 

ご意見の内容につきましては、今後、個別計画及び実施計画に

おいて検討してまいります。 
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８－（１） （１）町の優れた自然、里山などを生かしていく具体的な

町独自の政策が見えない。 

メガソーラー設置についての注意事項として「法令」や

町の「ガイドライン」の中に「生態系に配慮」「景観に配

慮」・・・・その他いっぱいありますが、「配慮」なのです。

生態系や景観を壊さないメガソーラ設置などはありえませ

ん。 

基本計画（案）の中にも P48 ２里地里山の保全・活用

（３）太陽光発電事業の適正化の仲に里山に簡単にメガソ

ーラなどはできないと思わせるような表現にしていただき

たい。 

ご意見を参考に、具体的施策は個別計画等で検討してまいりま

す。 

 国及び県では、事業の実施に伴い環境影響が顕在化している状

況を踏まえ、大規模な太陽光発電事業については「環境影響評価

法」や「埼玉県環境影響評価条例」で公害の防止や自然環境の保

全を図っています。さらに、環境省として、「環境影響評価（環境

アセスメント）」の対象にならない規模の事業についても、適切に

環境配慮が講じられ、環境と調和した形での事業の実施が確保さ

れるよう、「太陽光発電の環境配慮ガイドライン」を令和２年３月

に策定したところです。 

条例化については、現在研究していますが、土地利用にかかる

関係法令ごとの様々な規制を越えて、私的所有権等を規制し、太

陽光発電事業の規制、又は排除するような条例を制定すること

は、多くの課題を抱えており、慎重な対応が必要と考えていま

す。そのため、現状の表現となっています。 

 

８－（２） （２）「生態系の保全」をもっと強調すべき 

 ｐ48 に ４生態系の保全の項目があり、保全生物の代表

として、トンボ、ホタル、水鳥が挙げられていますが、絶滅

危惧種のサシバやミゾゴイの名前はありません。 

 どのようにこれらの生物を保全していくのか、示されて

いません。 

 

個別具体的な施策については、個別計画や実施計画において検

討してまいります。 

 

８－（３） （２）伝統文化の継承と活用、文化財の保存と活用につい 文化財の保存と活用について、より多くの町内外の方々に、町
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ての具体的政策内容が不十分博物館建設の方向をだしてほ

しい 

の文化財について知っていただくため、第２編第２章第３節基本

計画２－（２）において、資料の公開方法や施設のあり方につい

て検討するとともに、デジタルアーカイブの導入を進めるとして

います。 

８－（４） （３）県指定天然記念物「古寺鍾乳洞」を開設政策を示すべ

き 

具体的施策については、個別計画や実施計画にて検討してまい

ります。 

８－（５） （３）飯田炭坑跡地を歴史的遺産として整備し公開にむけ

て取り組む方向を示すべき 

飯田炭鉱には歴史的価値があるものと思われますが、その内部

調査には危険を伴うため、学術的な研究や調査に基づく評価が困

難な状況にあり、現状において整備・公開に取り組むことは考え

ておりません。 

９－（１） 「里地・里山の保全・活用」と森林伐採のメガソーラーとは

相反するものです。 

①そこに住む住民の安全・安心を第一に考え、自然災害の

危険がある場所への設置は避ける。 

 

総合振興計画は包括的な計画であるため、具体的な記述はあり

ませんが、「小川町地域防災計画」において、『地すべり防止区域

では、地下水を増加させる行為、地表水の浸透を助長する行為、

のり切、切土及び工作物の設置等の地すべりの原因となる行為の

制限を行います。』としています。 

９－（２） ②山の木を伐採したり、斜面を埋め立てたりすることは豊

かな生態系を壊すことのないよう、環境影響調査を確実に

し、命を未来に引き継ぐ。 

環境影響調査の確実な実施については、第３章第２節２－

（３）に包括されると判断します。 

 

９－（３） ③自然と文化を活かした町にふさわしい景観を守る。 主に第３章第１節及び第２節に包括されると判断します。 

９－（４） ④地域の文化的資源の状況、特殊性に十分配慮する。 主に第２章第３節に包括されると判断します。 

９－（５） ⑤町として速やかに条例を制定し、守らない事業者を排除

できるようにする。 

条例化については、現在研究していますが、土地利用にかかる

関係法令ごとの様々な規制を越えて、私的所有権等を規制し、太

陽光発電事業の規制、又は排除するような条例を制定すること

は、多くの課題を抱えており、慎重な対応が必要と考えていま



 

   15 

 

す。 

９－（６） ⑥設置後の管理・後始末まで町や県は責任を持って事業者

に対応させる。 

今後、法令等に基づき、適切に指導してまいります。 

 

10－（１） 第１章３節の人権・平和において、平和事業に関する前期

計画中の現状と課題についてどのように考えているのかの

表現を盛り込んだほうがいいと思いますが。 

ご意見に基づき、以下の文章を追加いたします。 

「平和への取組としては、昭和 62（1987）年９月に行った非核平

和都市宣言を基に原爆写真や絵画のパネル展の開催、平和啓発事

業などを実施しています。 

戦後、時間の経過とともに、戦争の悲惨さを体験した人から直

接話を聴く機会も減少している現状から、引き続き活動を進めて、

平和の尊さを啓発していく必要があります。」 

11－（１） 「総合振興計画後期基本計画案」第３章 安全で住みよい

まち第８節 消防・防災、２ 防災体制の確立について、（１）

地域防災計画の推進に、「避難所における良好な生活環境の

確保にむけとりくむ」と記述を加える必要があるのではな

いか？ 

良好な生活環境の確保とは、避難場所の周知や災害備蓄物資の

拡充や情報伝達手段の強化などにより確保されるものととらえ、

現状の記載としています。 

なお、ご意見を参考に、個別計画等で検討してまいります。 

11－（２） 「総合振興計画後期基本計画案」に「原子力災害防災計

画」について記述する必要があるのではないか？ 

第３章第８節基本計画２－（１）にて、『随時、「小川町地域防災

計画」を見直し』としています。今後、ご意見を参考に個別計画等

で検討してまいります。 

12－（１） 自然環境の基本計画の２里地里山の保全・活用（３）に 

「太陽光発電事業の適正実施に向け、関係する法令やガイ

ドラインの遵守に より、地域の環境及び住民意識と調和し

た適正な発電事業となるよう促し ます。 」とあるが、現在

小川町の至る所に、山を切り開き太陽光発電のパネルを設

置、または計画が進められているのを見聞きする。 

 町では、平成 29年に「小川町太陽光発電事業の適正実施に関す

るガイドライン」及び「小川町太陽光発電事業実施の手続等に関

する要綱」を制定し、地域の環境及び住民意識を調和させた適正

な発電事業の実施になるよう、誘導してまいりました。 

 また、国及び県では、事業の実施に伴い環境影響が顕在化して

いる状況を踏まえ、大規模な太陽光発電事業については「環境影
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早急に地域住民のためになる規制や条約を作る必要があ

ると思う。 

森を切り開いて開発するのではなく、その森を活かした

取り組みを町と町民が一緒になって進めていくことはでき

ないか。何年経っても自然の里山風景が残る場所になるよ

うな公園として整備できないだろうか。 

響評価法」や「埼玉県環境影響評価条例」で公害の防止や自然環

境の保全を図っています。さらに、環境省として、「環境影響評価

（環境アセスメント）」の対象にならない規模の事業についても、

適切に環境配慮が講じられ、環境と調和した形での事業の実施が

確保されるよう、「太陽光発電の環境配慮ガイドライン」を令和２

年３月に策定したところです。 

条例化については、現在研究していますが、土地利用にかかる

関係法令ごとの様々な規制を越えて、私的所有権等を規制し、太

陽光発電事業の規制、又は排除するような条例を制定することは、

多くの課題を抱えており、慎重な対応が必要と考えています。 

 なお、具体的な施策については、個別計画や実施計画にて検討

してまいります。 

 

13－（１） 本文には、ＳＤＧｓの説明として、ＳＤＧｓウェディン

グケーキモデルの図を掲載し、人間社会と経済活動の持続

可能性は地球環境に支えられていること、そのため第 1 層

の生物圏に関する目標は最重要課題であることを説明する

必要があると思います。 

ＳＤＧｓウェディングケーキモデルの図は、ストックホルム大

学の研究機関が発表しているもので、国連のホームページからダ

ウンロードできる図ではないため、掲載は控えました。 

 

13－（２） 47頁第２節自然環境の現状と課題について 

第４パラグラフに町内のあちこちで社会問題となってい

る森林伐採による太陽光発電の乱開発の現状を記載する必

要があると思います。 

第３章第１節の現状と課題において『また、都市計画法や農業

振興地域の整備に関する法律、景観法などにより、規制誘導を図

って乱開発を防ぎ円滑な土地利用を進めていく』としています。 

よって、第３章第２節２－（３）にあるように、地域の環境及

び住民意識と調和した適正な発電事業となるよう促してまいりま

す。 
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14－（１） ◎里地里山の保全・活用（３）太陽光発電事業の適正化につ

いて 

山の木を伐って大規模な太陽光発電所を作ると、四津山

のふもとのようになってしまいます。 

小川町の宝は、武蔵の小京都といわれるような盆地の風

景です。それをこれ以上、壊さないようにしなければなり

ません。 

そのための方策をぜひ入れていただきたいと考えます。 

関係法令やガイドラインに沿って、地域の環境及び住民意識と

調和した適正な発電事業となるよう促してまいります。 

具体的な方策については、個別計画及び実施計画等で検討して

まいります。 

15－（１） 小京都といわれる小川町の景観、豊か自然環境そして生物

多様と生活環境の保全、これらをしっかり指標した基本計

画の策定を望みます。 

今後も、関係法令やガイドラインに沿って地域の環境及び住民

意識と調和した適正な発電事業になるよう促します。 

なお、目標指標については、毎年カウントできることを設定し

ています。動物の生息数などを設定するのは難しいので、現在の

指標を設定しています。 

 


