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           （別紙） 

 

 

 

 

 

「軽井沢町環境基本条例（案）」お寄せいただいたご意見、提案について、それに対する軽井沢町の考え方をまとめました。 

なお、ご意見、提案につきましては、趣旨を踏まえて原文のままとしていますが、個人情報に関する部分や、誤字、脱字等は一部修正しております。 

 

№ 該当ページ ご意見・提案 軽井沢町の考え方 反映区分 

1 第13条 

（年次報告） 

第18条 

（施設の整備

等） 

他 

浅間山火災泥流などに対して砂防堰堤が作られるそうで

すがこの進捗などがわからない。町として国や県に対し

てどのように促進するよう努力していただいているかも

わからない。防災マップで危険を周知させるだけでなく、

対策の現状と今後の予定を国や県と打合せ、町民や別荘

民に知らせるべきでしょう。これらの徹底を条例として

明らかにして欲しい。また町のHPなどで逐次明らかにし

て欲しい。 

・砂防堰堤の建設に関する個別事項に関してのご意見に

つきましては、砂防堰堤の建設が砂防法に基づく事業で

あり、土砂災害防災マップの作成周知につきましては、土

砂災害防止法に基づくもので、基本理念を掲げる環境基

本条例（案）の条文に反映させることは、事業の性格から

なじまないものであると考えますが、ご指摘の内容につ

きましては、防災関係部局・関係機関とも共有し、今後の

参考とさせていただきます。 

4・3 

2 その他 

 

軽井沢町環境

基本条例(案)

について 

条例案拝見いたしました。環境に配慮を行う指針として

大変素晴らしいものであると思います。  

しかし、以前より環境に配慮した街であることの認識で

はありましたが、ここ10年の開発により、特に町の西部は

地方の住宅街と変わらない状況になっております。なぜ

でしょうか。  

これらの指針に対して、具体的な数値目標が明記されて

いないことで、判断がそれぞれの施工者に任せられてい

ることが原因ではないでしょうか。  

敷地に現存する木をすべて伐採し、芝生を植えれば環境

に良いのでしょうか。持続可能な環境整備とはいったい

何を指すのでしょうか。感覚的な内容ではなく、住民の共

通意識となるような具体的目標、指標を別に定義いただ

くとより良い住民の協力関係、環境づくりが可能になる

 

 

・伐採や植栽等に関する個別事項に関してのご意見につ

きましては、基本理念を掲げる環境基本条例（案）の条文

に直接反映するのではなく、「軽井沢町の自然保護対策要

綱」等の改正も含め、今後策定予定の環境基本計画（仮称）

や個別計画等において、可能な限り、具体的目標、指標を

定め、具体的な施策の内容を検討していくこととします。

なお、ご指摘の内容については、関係部局・関係機関とも

共有し、今後の参考とさせていただきます。 

5 

 

3・4 
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ものと考えます。  

軽井沢ってどんな町？と聞かれた時に、応えることがで

きる共通認識の策定を切に願います。 

3  

 

第27条 

（自然保護審

議会） 

「軽井沢町環境基本条例（案）」の目的、制定自体は、素

晴らしい取り組みなので、大賛成です。 

但し、自然保護審議会の委員選定の在り方が不透明です。 

当条例に於いて、「軽井沢町自然保護審議会条例」につい

て言及し、それに基づいて、軽井沢町自然保護審議会の委

員が選定され、当条例に関する「環境の保全等に関する基

本的事項等を調査審議する」のであれば、これを機に、自

然保護審議会の委員選定基準を透明度高く、明確にすべ

きです。 

委員のほとんどの皆さまは、素晴らしい方々が選定され

ているのは、名簿を見る限り明らかですが、過去の検討、

議論内容、発言を拝見するにつけ、一部、本当に有識者

か？疑わしい方も選定されてしまっているようです。 

特に、「知識経験者」が、自然環境保護に関して、どのよ

うな経験知や実績を残してきているのか？何故、選定さ

れているのか？そもそもの選定基準を明確に示し、公に

すべきと考えます。 

◆名簿 

https://www.town.karuizawa.lg.jp/www/contents/1496

124586722/simple/sizenn2020.pdf 

◆過去の●●●新聞記事 

（URLが記載） 

 

 

・ご意見を踏まえ、委員の選定基準につきましては、より

透明度が高く明確になるよう、今後の軽井沢町自然保護

審議会の中でも論議していくこととします。 

5 

 

3 

4 その他 

 

騒音について 

新幹線の通過音がうるさいのと振動が伝わって来るのが

大変迷惑です。 

 

・新幹線の騒音・振動等に関する個別事項に関してのご意

見につきましては、基本理念を掲げる環境基本条例（案）

の条文に直接反映するのではなく、「軽井沢町の自然保護

対策要綱」等の改正も含め、今後策定予定の環境基本計画

（仮称）や個別計画等において、可能な限り、具体的目標、

指標を定め、具体的な施策の内容を検討していくことと

します。なお、ご指摘の内容については、公害関係部局・

3・4 
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関係機関とも共有し、今後の参考とさせていただきます。 

5 第３条 

（基本理念） 

第４項 

第10条 

（施策の基本

方針） 

第７号 

「地球環境」などと、大上段に発信する必要は無い。あく

まで町の条例なのだから、徹底的に町主体にするべき。町

民、別荘所有者、住民が揃って条例を遵守する責務を負う

にあたり、正直なところ、「地球環境全体のことまで目を

配れ」と町レベルの条例で言われると抵抗感を覚える。環

境基本条例をうたうからには、せめて夏季繁忙期だけで

も旧軽井沢エリアへのマイカー乗り入れは規制してほし

い。軽井沢駅から旧軽井沢エリアまでのトラム（路面電

車）敷設を強力に推進してほしい。 

・「持続可能な成長のためのエネルギー転換と地球環境に

関する関係閣僚会合」が開催された軽井沢町としては、地

球温暖化や気候変動といった地球規模の課題を地域レベ

ルで考え、国際親善文化観光都市及び日本有数の保健休

養地として地球的規模の環境保全について、積極的に取

り組んでいく必要があると考えております。 

・マイカー乗り入れ及びトラム（路面電車）敷設に関する

個別事項に関してのご意見につきましては、基本理念を

掲げる環境基本条例（案）の条文に直接反映するのではな

く、今後策定予定の環境基本計画（仮称）や個別計画等に

おいて、可能な限り、具体的目標、指標を定め、具体的な

施策の内容を検討していくこととします。なお、ご指摘の

内容については、交通関係部局・関係機関とも共有し、今

後の参考とさせていただきます。 

4 

 

 

 

 

 

3・4 

6 第16条 

（誘導的措置） 

 

の前に条文の

追加をお願い

します。 

町が先導的に模範を示すことで、事業者ならびに住民は

この条例を遵守していくことになると思います。 

言い方を変えれば、町が遵守しない行為があれば、この条

例は意味がないことになります。軽井沢の環境を守って

いくためにも、是非、以下の内容の追加をご検討くださ

い。 

（町の先導的姿勢） 

第〇〇条 町は、環境への負荷ならびに地球環境保全を

先導するために、町が所有する施設および所有地につい

て、事業者および住民の範を示すような措置を講じ、施策

を遵守することとする。 

２ 町長は、前項の施設、所有地への措置ならびに施策に

ついて、事業者および住民からの意見を反映させるとと

もに、軽井沢町自然保護審議会の意見を聴かなければな

らない。 

３ 第２項に定める住民の意見および軽井沢町自然保護

審議会の意見については、速やかにこれを公表しなけれ

・ご意見を踏まえ、第４条（町の責務）に、第３項、第４

項として以下の条文を追加しました。 

３ 町は、事業者及び住民の良好な環境の保全等に関す

る意識の高揚を図るため、環境の保全等に先導的な役

割を果たすように努めなければならない。 

４ 町は、第１項の施策の策定及びその実施に当たって

は、事業者及び住民の意見が反映されるように努めな

ければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

・今後策定予定の環境基本計画（仮称）の策定に当たって

は、今回の環境基本条例（案）同様にパブリック・コメン

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4・2 
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ばならない。 

 

 

４ 町の所有の施設および所有地が所有権移転により第

三者の所有になった場合においては、速やかに公表し、第

１項に準ずる措置、施策を講ずるように指導するものと

する。 

トの実施、自然保護審議会での審議等を経て、公表とする

予定であり、また、第11条第３項にも規定していますの

で、条文に直接反映することはしないこととします。 

・修正後の第５条（事業者の責務）、第６条（町民の責務）、

第７条（別荘所有者の責務）で所有権移転後もそれぞれの

責務は生じ、また、個人情報保護の観点から公表はしない

こととします。 

 

 

 

4 

7 その他 

 

樹木の伐採 

他 

軽井沢町の環境基本条例に関して余り町民には、理解さ

れていない感じがしています。各町民に小冊子にて配る

位の配慮があっても良いと思います。条例では、緑を大切

にする為に樹木の伐採は極力避ける様に、と聞きますが、

現実には皆さん遠慮なく伐採しているのを多く見受けら

れますが、役所の対応がよく分からない。 

・環境基本条例はこれから制定するものになりますが、周

知に関しまして、今後の参考とさせていただきます。伐採

に関する個別事項に関してのご意見につきましては、基

本理念を掲げる環境基本条例（案）の条文に直接反映する

のではなく、「軽井沢町の自然保護対策要綱」等の改正も

含め、今後策定予定の環境基本計画（仮称）や個別計画等

において、可能な限り、具体的目標、指標を定め、具体的

な施策の内容を検討していくこととします。 

3・4 

8 前文 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２条 

（定義） 

 

 

第３条 

（基本理念） 

（前文）「風土」の定義が、一般的なものと違うが、なぜ

か。「環境」という言葉でも良いかと思われるが、あえて

一般的な意味と違う言葉を使った理由を知りたい。また、

「持続可能な社会」と「環境の保全及び創造」も、意味が

曖昧で、イメージがつかみにくい。 

 

 

 

 

 

 

（第２条）⑹ここでの「住民」の定義の内容からすると、

「住民」はふさわしくないのではないか。住民は一般的に

は、「その土地に住んでいる人」（広辞苑）ではないか。 

（第３条）「環境に優しい」はあいまいな言葉で、何かを

伝えているように思えるが、何も伝えていない。これも具

体的なイメージがつかみにくい。 

・ご提言のとおり、「環境」という言葉でも考えましたが、

軽井沢のこれまでの歴史と文化を顧みたとき、また、これ

からの未来を見据えたときに、ただ単純に「環境」という

言葉では表現しきれない関わりが軽井沢には「風土」とし

てあったことから、あえて前文中では「環境」という言葉

ではなく「風土」という表現にしました。 

・ご指摘の「あいまいな言葉」につきまして、環境基本条

例（案）は軽井沢町の未来に貢献するための基本の理念条

例と捉えており、具体的な施策の内容等は、今後策定予定

の環境基本計画（仮称）や個別計画等において、定義、検

討していくこととします。 

・「住民」の定義は、広辞苑ではご指摘のとおりかもしれ

ませんが、「軽井沢町まちづくり基本条例」と同じく「住

民」の定義としています。 

 

・ご指摘の「あいまいな言葉」につきまして、環境基本条

例（案）は軽井沢町の未来に貢献するための基本の理念条

5 

 

 

 

 

 

4・3 

 

 

 

 

5 

 

 

 

4・3 
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第20条 

（環境教育、環

境学習の振興

等） 

第24条 

（監視等の体

制の整備 

第22条 

（情報の収集

及び提供） 

また、「環境への負荷が少ない持続的に発展することが可

能な社会」もあいまいと思われる。環境への負荷が少ない

から、持続的に発展するということなのか、環境への負荷

が少ない、かつ、持続的に発展することが可能な、という

ことなのか、よくわからない。 

（第20条、第24条）この２つの条は環境基本条例の実質を

支えると思われる。この内容の具体化を見守りたい。 

 

 

 

 

 

（第22条）「その情報を個人及び法人の権利利益の保護に

配慮しつつ」というのは不明確で、行政の拡大解釈、裁量

の逸脱を生みやすいと思われる。環境保全という高度に

公共性があるものを凌ぐような具体的な理由を明示すべ

きではないか。そうしないと、情報の収集及び提供は形骸

化し、税金を使って収集した情報が、住民らに十分提供さ

れないか、提供されてもかなり限定されるおそれがある

と考えられる。 

以上、疑問や評価点を述べたが、環境基本条例は作ること

は賛成。遅かったと思うほど。 

基本法の成立を契機に、日本一、世界一の「環境都市」を

目指してほしい。 

例と捉えており、具体的な施策の内容等は、今後策定予定

の環境基本計画（仮称）や個別計画等において、定義、検

討していくこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ご意見を踏まえ、今後策定予定の環境基本計画（仮称）

や個別計画等において、可能な限り、具体的その扱いにつ

いて検討していくこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

5 

9 その他 

 

自動車のスピ

ード超過 

住宅地においても50キロ以上で走るドライバーも多く、

ありえませんので、ロンドンやLAなどに設置してある、通

称バンプの設置施工が望ましいと思います。また、旧軽井

沢市街地へのガソリン車走行禁止なども、将来的には必

要かと思います。 

・バンプの設置及び特定地域での車走行規制等に関する

個別事項に関してのご意見につきましては、基本理念を

掲げる環境基本条例（案）の条文に直接反映するのではな

く、今後策定予定の環境基本計画（仮称）や個別計画等に

おいて、可能な限り、具体的目標、指標を定め、具体的な

施策の内容を検討していくこととします。なお、ご指摘の

内容については、交通関係部局・関係機関とも共有し、今

後の参考とさせていただきます。 

3・4 
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10 その他 

 

条例の内容に

ついて意見い

たします 

軽井沢の魅力は、やはり静かな環境、自然豊かな森、綺麗

な空気と水だと思います。森林がどんどん伐採されてい

ることに大変憂慮しています。土地区画が小さいため、生

えている木をほとんど切るような開発が横行しているよ

うに感じます。 

なんとか、条例でもっと開発を規制し、自然林の伐採を食

い止め、豊かな自然を次世代に残す努力を町が率先して

できないものでしょうか。空き家や、全く使われていない

別荘の購入を優先させ、自然林を大規模伐採するような

開発を食い止めるような条例を制定することにより、長

い目で見れば軽井沢の魅力を守ることにつながると思い

ます。いまでは、追分の自然林もどんどん伐採されて形が

変わっています。開発優先ではなく、自然を優先して街の

魅力を損なわないでほしいです。 

本条例の基本理念は賛同しますが、具体的に規制をしな

いと間に合わないところまで来ているように感じます。

開発優先ではなく、長い目で見た街の魅力を守る開発規

制を早く制定してほしいです。 

・規制条例等に関する個別事項に関してのご意見につき

ましては、第10条（施策の基本方針）にも規定しています

ので、条文に直接反映するのではなく、「軽井沢町の自然

保護対策要綱」等の改正も含め、今後策定予定の環境基本

計画（仮称）や個別計画等において、可能な限り、具体的

目標、指標を定め、具体的な施策の内容を検討していくこ

ととします。なお、ご指摘の内容については、関係部局・

関係機関とも共有し、今後の参考とさせていただきます。 

2・3 

11 第19条 

（資源の循環

的な利用等の

促進） 

・コンポスターの無料設置、コンポスト化促進剤（EMぼか

しなど）配布 

・家庭用ソーラーパネル 、ソーラーパネル 用バッテリー

購入補助 

・エコカー購入補助 

・ペレットストーブのみではなく、薪ストーブの購入・設

置補助 

・上記施策の啓蒙活動、施工会社による講習会実施 

・具体的な施策の内容等に関する個別事項に関してのご

意見につきましては、基本理念を掲げる環境基本条例

（案）の条文に直接反映するのではなく、「軽井沢町の自

然保護対策要綱」等の改正も含め、今後策定予定の環境基

本計画（仮称）や個別計画等において、可能な限り、具体

的目標、指標を定め、具体的な施策の内容を検討していく

こととします。なお、ご指摘の内容については、関係部局・

関係機関とも共有し、今後の参考とさせていただきます。 

3・4 

12 その他 

 

軽井沢環境基

本条例につい

て 

大開発の禁止 

外人業者の禁止 

木を切ったら切った数植える 

何年も使われず、放置されている店舗は、再利用か自然に

返して 

山を壊さないで 

・具体的な施策の内容等に関する個別事項に関してのご

意見につきましては、基本理念を掲げる環境基本条例

（案）の条文に直接反映するのではなく、「軽井沢町の自

然保護対策要綱」等の改正も含め、今後策定予定の環境基

本計画（仮称）や個別計画等において、可能な限り、具体

的目標、指標を定め、具体的な施策の内容を検討していく

3・4 
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民泊など、今後ずっと禁止 

 

このアンケートができることを期待していました。 

幼少のころから、軽井沢に馴染んできた私には、まるで、

違う世界になっています。動物達は姿を消し、リス、キツ

ネ、サル、キジ、多くの野鳥、動物と共存できていない時

点で自然が壊されています。次期アメリカ大統領は就任

すぐにでもパリ協定に署名するとのこと。軽井沢は既に

十分な税収を得ているのに一部の不動産屋や、異業種参

加により、山や木々がみるみるなくなり、その事により、

夏が異常な暑さになっています。昔は、木を切った数だけ

植えると言われていましたが、今では、そんな事が行われ

ているのか、自然の中に暮らさせていただくと言うコン

セプトではなく、自然を人間の思い通りにしようとして

いる。不自然の中に暮らす事が、軽井沢の暮らしのはずな

のに。ワーケーション、リモートワーク、民泊、どれも、

軽井沢に異業種参入するには、お金の匂いのするもので

すがその流行に乗れば、軽井沢ブランドは壊滅します。 

自己責任、積極的な参加、そんな言葉がこの条例案文に書

いてありましたが、昔の日本人と違い、ルールが、それも、

かなり強いルールが必要です。日本人の参入者、会社だけ

ではなく、外人でもあるのですから。 

このアンケートをしてくださったのだから、早急の改善

を希望します。すでに手に負えなくなっている箇所も南

軽井沢近辺では見かけられます。それと、使われていない

店舗、野ざらしで放置されているものは早く山に返すと

か、新しく利用して欲しい。それらを利用しないで、新し

い建物を、自然を壊して作るのは困る。群馬の山は、高速

に出る手前の、小さな木を植えていました。木を切ったら

どれだけ暑くなるか、そして、エアコンが沢山普及した

ら、夏の温度は、どんなことになるか、温度があがれば、

動物達の感染症が人間にもうつります。 

こととします。なお、ご指摘の内容については、関係部局・

関係機関とも共有し、今後の参考とさせていただきます。 
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未来に向かって、早く、自然を守ってください。 

13 第10条 

（施策の基本

方針） 

『美しい星空の確保』と言った項目を入れて下さい。 

最近、成金の別荘族が夜中も自分の別荘を煌々とライト

アップしている例が散見されます。 

子供の星空観察とかが出来なくなりました。 

軽井沢の美しい星空、も一項目入れて下さい。 

軽井沢の別荘を60年以上利用しています。 

・ご意見を踏まえ、第10条（施策の基本方針）第１号中の

「大気、水、土壌その他の環境」を「大気、森林、水、土

壌、星空その他の環境」に条文を修正しました。 

1 

14 その他 

 

軽井沢町環境

基本条例につ

いての意見 

軽井沢に行くといつも別荘地帯や、遊歩道散策、登山など

を楽しんでいますが、道端に捨てられている缶や、ペット

ボトルなどが目につくので、歩く時はビニール袋を持ち

ゴミを拾い、帰ってから泥などを水で流して、分別してか

ら廃棄しています。 

友人にもすすめていますが、ゴミを持ち帰ることに抵抗

があるようです。 

ビニール袋がいっぱいになる日もあるのですが、どこか

にそんなゴミ袋を受け付けてくれるような場所が何箇所

かにあったら・・・と思っています。 

家庭のゴミが混ざらないように、何か資格を得た人だけ

が使えるようなところがあればゴミ拾いもしやすくなる

のですが、そんなことを考えるのは私だけでしょうか。 

・ゴミ集積所の設置等に関する個別事項に関してのご意

見につきましては、基本理念を掲げる環境基本条例（案）

の条文に直接反映するのではなく、ご指摘の内容につい

ては、廃棄物関係部局・関係機関とも共有し、今後の参考

とさせていただきます。 

3・4 

15 第11条 

（環境基本計

画） 

 

 

 

第16条 

（誘導的措置） 

・自然環境を守り、自然と共生を目指す試みに、電線の地

下配備と電柱の撤去を盛り込んで下さい。 

倒木による停電の解消とそれによる木の伐採が不要とな

り夏も涼しい林道、動物と共生するヨーロッパの観光都

市的な町の景色を日本で実現しもっと美しい浅間山の景

色にして欲しいです。 

・環境負荷低減のため、ソーラーパネル設備の助成は周辺

の木々伐採を間接的に誘導する事になり相反した助成制

度となっている為、例えば「農地や工場跡地の活用」とす

る文言を加えて下さい。別荘地や住宅地が林に囲まれて

いない単純な田舎の風景にならぬ様考慮した内容にして

欲しいです。 

・電線地中化やソーラーパネル設備の助成等に関する個

別事項に関してのご意見につきましては、基本理念を掲

げる環境基本条例（案）の条文に直接反映するのではな

く、「軽井沢町の自然保護対策要綱」等の改正も含め、今

後策定予定の環境基本計画（仮称）や個別計画等におい

て、可能な限り、具体的目標、指標を定め、具体的な施策

の内容を検討していくこととします。なお、ご指摘の内容

については、関係部局・関係機関とも共有し、今後の参考

とさせていただきます。 

3・4 
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16 その他 

 

軽井沢町環境

基本条例（案）

制定に対する

意見 

軽井沢町の夏の暑さも年々厳しくなっています。 

街路樹や公共用地の緑化について、出来る限り樹木を植

えて緑化に努めてください。駐車場は樹木を点在させ、木

陰を作る工夫、それは景観を良くすることにもなります。

駐車場はアスファルトを施工しなくても、水はけの良い

土地なのでぬかるみにはならない。 

現在、別荘地の中に、かなり以前から空地になり、樹木に

覆われた別荘地が点在しています。森になっています。例

えば●●●●別荘地の入り口の角地（●●●通りに面し

ている）は、自然の移ろいを感じる森となっています。場

所を選ぶことを前提として、軽井沢町がそれらの土地を

取得し、景観と共に温暖化の歯止めの役目も果たすこと

を考えます。 

旧軽銀座の商店街の美観も考えてください。誇り高い軽

井沢別荘地らしくないです。緑も少なく真夏は東京並み

の暑さです。空店舗の土地等を地主と交渉して、小さな緑

地とし、ベンチを置く等。お店も軽井沢ならでのお店があ

ってもいい。もう少し品格のある雰囲気にすると良いで

しょう。 

どうぞ、軽井沢のすばらしい環境を次世代に送り、景観の

すばらしさを受け継いでいただきたいと存じます。 

・植栽、緑化、景観等に関する個別事項に関してのご意見

につきましては、基本理念を掲げる環境基本条例（案）の

条文に直接反映するのではなく、「軽井沢町の自然保護対

策要綱」等の改正も含め、今後策定予定の環境基本計画

（仮称）や個別計画等において、可能な限り、具体的目標、

指標を定め、具体的な施策の内容を検討していくことと

します。なお、ご指摘の内容については、関係部局・関係

機関とも共有し、今後の参考とさせていただきます。 

・ご意見を踏まえ、第10条（施策の基本方針）第５号中の

「歴史的文化的な環境と調和のとれた景観」を「歴史的文

化的な環境及び日常生活の空間との調和のとれた景観」

に条文を修正しました。 

3・4 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

17 第10条 

（施策の基本

方針） 

  第２号 

  第３号 

八風山によくハイキングに行きますが、自然保存が荒れ

放題になっていると観察します。佐久市側は対照的に自

然保護や整備が進んでいると見受けます。近年八風山は

登山者も多くこのままでは事故等の発生も懸念がされま

す。八風山には天然記念物のヤマネなども生息しており、

自然遺産観光資源としてもっと注目し予算をかけ整備し

ていただくことを希望しております。 

・八風山の整備に関する個別事項に関してのご意見につ

きましては、基本理念を掲げる環境基本条例（案）の条文

に直接反映するのではなく、ご指摘の内容については、関

係部局・関係機関とも共有し、今後の参考とさせていただ

きます。 

 

3・4 

18 その他 

 

軽井沢町環境

基本条例(案)

温暖化によるヒート現象は軽井沢も例外ではありませ

ん。要因の一つに森林伐採が挙げられます。観光化も理解

できますが新たに建設する場合の緑地率を高めるべきと

思います。また別荘地が多い町ですが空き家となり朽ち

・緑地率等に関する個別事項に関してのご意見につきま

しては、基本理念を掲げる環境基本条例（案）の条文に直

接反映するのではなく、「軽井沢町の自然保護対策要綱」

等の改正も含め、今後策定予定の環境基本計画（仮称）や

3・4 
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について た建物も多く見かけます。自然災害の二次的災害の元に

なりうるし景観も損ないます。不動産管理の条例も見直

しが必要かと思います。 

個別計画等において、可能な限り、具体的目標、指標を定

め、具体的な施策の内容を検討していくこととします。な

お、ご指摘の内容については、関係部局・関係機関とも共

有し、今後の参考とさせていただきます。 

19 その他 

 

河川（小川）の

氾濫について 

今年、夏（８月）に拙宅すぐ横の公道（？）に、至近の上

方の小川からの水が一定期間あふれて流れ拡がりまし

た。河川課の方も直ぐ確認に見えてくださりました。その

後（11月？）再度伺いましたら『台風後は、あちこちで氾

濫しているから』とのご返答を頂きました。当宅宅地際の

方も通常より地盤がゆるんだ印象もあり、『・・・・』理

由で何も対応をしないのではなく、何らかの対策工事を

早急に希望いたしたく、河川課にご連絡の上、宜敷くお願

い致します。 

・河川管理等に関する個別事項に関してのご意見につき

ましては、基本理念を掲げる環境基本条例（案）の条文に

直接反映するのではなく、ご指摘の内容については、関係

部局・関係機関とも共有し、今後の参考とさせていただき

ます。 

3・4 

20 その他 

 

軽井沢町環境

基本条例制定

について 

●●邸の別荘が、軽井沢用地区画整理事業に入り、県側が

一方的に用地を２ｍ削られ、ハンコを押せと言ってきて

います。 

けれどもこれでは道路を広げてスピードを出す人がさら

に増えるだけ、自然環境を保全することに相反する施策

だと感じます。 

しかし、●●●が会社を定年退職して、ひっそりと目立た

ない範囲で店舗を営業したいと考えています。 

用地譲渡とその補償で、その補償金と営業権と目立たな

い看板を少数立てさせてもらうことを認めてもらえるの

であれば、用地をお譲りしたいと考えています。 

・道路拡張事業等に関する個別事項に関してのご意見に

つきましては、基本理念を掲げる環境基本条例（案）の条

文に直接反映するのではなく、今後策定予定の環境基本

計画（仮称）や個別計画等において、可能な限り、具体的

目標、指標を定め、具体的な施策の内容を検討していくこ

ととします。なお、ご指摘の内容については、関係部局・

関係機関とも共有し、今後の参考とさせていただきます。 

3・4 

21 前文 

 

第11条 

（環境基本計

画） 

 

 

 

・文章一行目 抱かれは、軽井沢町まちづくり基本条例に

合わせて、いだかれと、ひらがな書きが良いと思う。 

・自然保護対策要綱を遵守するよう条文を加えることで、

要綱の重みが増し指導がしやすくなり、環境保全が一層

図れるのではないでしょうか。 

 

 

 

・ご意見を踏まえ、前文中１行目の「抱かれ」を「いだか

れ」に条文を修正しました。 

・「軽井沢町の自然保護対策要綱」の重みを重要視いただ

いている貴重なご意見と捉えます。環境基本計画（仮称）

は、軽井沢町の自然保護対策要綱とも整合性がとれた計

画とすることが基本となりますが、制定済のその他の条

例や各種計画、また、今後、新たに制定する条例や各種計

画とも密接に関係していくことも想定されることから、

1 

 

4 
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その他 

 

賞罰 

 

 

・賞罰規定を設けることも必要ではないか。 

「軽井沢町の自然保護対策要綱」のみを条文に直接反映

することはしないこととします。 

・環境基本条例（案）は軽井沢町の未来に貢献するための

基本の理念条例と捉えており、町、事業者、住民が、同じ

目指すべき方向性に向かうことを目的とした条例ですの

で、現時点では賞罰等の規定までは考えておりませんが、

今後、条例制定後に、賞罰等の規定が必要となってきた際

には、検討していくこととします。 

 

 

4・3 

22 その他 

 

１．本条例（案）

制定の背景と

なる自然保護

の現況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．今回の環境

基本条例（案）

の制定につい

◎私は、条例（案）のうち、以下、自然保護を中心にその

意見を述べます。 

・軽井沢町は、「軽井沢町の自然保護のための土地利用行

為の手続等に関する条例」を平成22年に定め、自然環境に

影響を及ぼすおそれのある土地利用行為について、必要

な手続等を定め自然環境を保護することとしています。 

・この条例の中で、土地利用行為者は対象となる土地利用

行為について、町長に規則で定める土地利用行為協議書

を提出し事前協議をしなければならない（同条例第７条）

とされています。 

・しかしながら、実際には、この第７条の事前協議を行わ

ず土地利用行為が行われている例が数多くあり、規則で

定める基準である面積300平方メートルをはるかに超え

る土地の形質変更や木竹の伐採等が数多く行われている

現況にあります。 

・広い別荘地の中では、あまり人目に付かない場合もあ

り、このような状況が今後も続くこととなれば、環境基本

条例（案）の前文中にある・・・生態系はわずかな油断で

バランスを崩す・・・ことが危惧されるといっても過言で

はないと思います。 

・１．で述べたような状況に照らすとき、今回の条例（案）

は極めて時宜を得た、軽井沢における自然保護の実効性

を担保するものとして、高く評価されるべきと考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
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て 

前文 

 

 

 

 

第５条 

（事業者の責

務） 

 

 

第15条 

（規制の措置） 

 

 

 

 

 

第24条 

（監視等の体

制の整備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軽井沢の歴史にふれ、そこでの「風土」という意義付けを

行い、更に、自然界の成り立ちを支える生態系についてふ

れていることは、この条例を理解する上で、大きな役割を

持つと考えます。 

・各条文についてふれさせていただきますと・・・ 

（事業者の責務）の規定を冒頭に定めたことは、環境保全

への影響を考えるとき極めて意義のあることと受け止め

ます。「その環境の保全等に・・・」の部分に「その自然

環境の保全等に・・・」と、自然の文言があれば、より良

いと考えます。 

「必要な規制の措置を講ずるものとする」と定められて

いますが規則は、要綱等ではなく条例で定める方が責務

としての重さが増して来ると考えます。 

 

 

 

 

「必要な監視等の体制の整備に努めるものとする。」と定

められています。 

この点については、他都市等でも行われているものがあ

りますが、それは住民による「自然保護推進委員」（仮称）

のようなものを作り、 

①町長が、自然保護に関心がある町民等の中から、地区ご

とに委員を委嘱する。 

②推進委員は、地区内の自然環境の損傷並びに地形、地質

の状況等について町長に報告する。 

以上のような住民参加による監視体制は、具体的な、現実

的な自然保護を図っていく上での出発地点として、住民

の自然環境、生態系当への関心も増すものと考えます。条

例（案）で述べる、「細心の心配り」をもって自然環境を

保全することにも繋がると思います。 

（推進体制の整備）の規定には、冒頭１．で述べた「自然

 

 

 

 

 

 

・「自然」を重要視いただいている貴重なご意見と捉えま

すが、事業者は元より、町、住民の責務として「環境の保

全」は「自然」だけに特化したものでもありませんので「自

然」という文言を条文に直接反映することはしないこと

とします。 

・環境基本条例（案）は軽井沢町の未来に貢献するための

基本の理念条例と捉えており、町、事業者、住民が、同じ

目指すべき方向性に向かうことを目的とした条例ですの

で、現時点では「必要な規制の措置」や「細かな規制内容」

の規定は、規則、要綱、今後策定予定の環境基本計画（仮

称）や個別計画等において規定していくことを検討して

いくこととします。 

・ご意見を踏まえ、今後策定予定の環境基本計画（仮称）

や個別計画等において、可能な限り、具体的目標、指標を

定め、具体的な施策の内容を検討していくこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ご提言のとおり、環境基本条例（案）は「軽井沢町の自

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4・3 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 13 - 

第25条 

（推進体制の

整備） 

保護のための土地利用行為の手続等に関する条例」を念

頭に置き、条例改正等も含めた文言も必要と感じます。

（この手続条例の改正は、自然保護を具体的に進めてい

く上では、その手続の実効性が問われるものであり、必要

不可欠のものと思います。） 

※以上、雑駁な意見書で申し訳ありませんが、このような

機会を設け、多くの意見を踏まえ条例が制定されること

で、きっと実効性のある条例が出来るものと期待してい

ます。 

然保護のための土地利用行為の手続等に関する条例」（以

下「手続条例」と表記。）とも密接な関係となりますが、

現時点では手続条例の改正までは考えておりません。今

後、環境基本条例制定後に、手続条例の改正が必要となっ

てきた際には、検討していくこととします。 

3 

 

 

 

 

 

5 

23 前文 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４条 

（町の責務） 

 

 

 

 

第15条 

（規制の措置） 

 

第19条 

（資源の循環

的な利用等の

促進） 

「風土」を守ること、「環境の保全及び創造」が持続可能

な社会の構築に不可欠とうたう以上、ひとびとが軽井沢

に求める「心神の健康・保健の聖地」であるべきことも前

文に入れてほしい。 

第10条の（施策の基本方針）のみならず、関連条例、要綱

等につなげるためにも必要。 

百年前に宣教師ダニエル・ノーマンが諭した「（軽井沢で

は）楽しみや快楽を人に求めず、自然に求めよ」はコロナ

禍の今に生きる人類にとっても共通する金言である。 

「施策の策定」「実施」だけでなく「チェック・モニタリ

ング」「修正対応」も加えるべきである。 

PDCAが問題解決の要諦である。「条例」や「要綱」をいく

ら制定しても、町の行政当事者が監視をせず、住民からの

苦情を待ち、不法行為を野放しにしていては責務を果た

しているといえない。 

規制の措置にとどまらず、実施の状況を監視・モニタリン

グし、実行をあげると同時に、形骸化、有名無実化した規

制措置については、修正の対応を行う必要がある。 

環境への低減の負荷を図るために、必要な車両の流入制

限（観光バス、混雑時の一般車両・但し住民、別荘者、事

業者は除く）を実施する。一定規模以上の道路・駐車場の

舗装の規制（透水性舗装、植栽の義務化により照り返し高

温化の軽減）。マンション・大型商業施設の夏期冷房に伴

・「ひとびと」が軽井沢に求めるものは「心神の健康・保

健の聖地」だけに限らず千差万別でもあり、また、前文中

に盛り込まれた「国際保健休養地」の文言が成り立った背

景には、ご指摘の文言が前提として含まれていると考え

ることから、文言を条文に直接反映することはしないこ

ととします。 

 

 

 

 

・ご意見を踏まえ、今後策定予定の環境基本計画（仮称）

や個別計画等において、可能な限り、具体的目標、指標を

定め、具体的な施策の内容を検討していくこととします。 

・「チェック」については、ご意見を踏まえ、第11条（環

境基本計画）第２項に第３号として以下の条文を追加し

ました。 

⑶ 第１号の施策の進捗状況を検証するための事項 

・ご意見を踏まえ、今後策定予定の環境基本計画（仮称）

や個別計画等において、可能な限り、具体的目標、指標を

定め、具体的な施策の内容を検討していくこととします。 

・車両の流入制限、舗装規制等に関する個別事項に関して

のご意見につきましては、基本理念を掲げる環境基本条

例（案）の条文に直接反映するのではなく、「軽井沢町の

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3・4 
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 第１項 

 

 

 

 

 

 

 

第20条 

（環境教育、環

境学習の振興

等） 

第24条（監視体

制） 

う高温排気の規制の実施等を例示する。 

 

 

 

 

 

 

環境教育、学習の対象者に「町議会議員」「町の行政職員」

を加える。 

 

 

「環境保全指導員（レンジャー隊）」を創設し、住民、別

荘者、事業者のみならず旅行者についても指導・監視す

る。 

レンジャー隊の構成員は町の議会議員、行政職員が全員

交代で当たり、有償常勤の専門家、有期のボランティアを

加える。 

現場重視、積極的なフィールドワークにより「軽井沢の

命」である環境の保全・創造に町、住民、別荘者、事業者

及び旅行者が一体となって当たることが必要。 

自然保護対策要綱」等の改正も含め、今後策定予定の環境

基本計画（仮称）や個別計画等において、可能な限り、具

体的目標、指標を定め、具体的な施策の内容を検討してい

くこととします。なお、ご指摘の内容については、関係部

局・関係機関とも共有し、今後の参考とさせていただきま

す。 

・「町議会議員」も「町の行政職員」も「住民」の定義に

包括されていると考えることから、文言を条文に直接反

映することはしないこととします。 

 

・環境保全指導員等に関する個別事項に関してのご意見

につきましては、基本理念を掲げる環境基本条例（案）の

条文に直接反映するのではなく、今後策定予定の環境基

本計画（仮称）や個別計画等において、可能な限り、具体

的目標、指標を定め、具体的な施策の内容を検討していく

こととします。なお、ご指摘の内容については、関係部局・

関係機関とも共有し、今後の参考とさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3・4 

24 第３条 

（基本理念） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

案を読んでいて（基本理念）第３条の１で引っ掛かりまし

た。 

主語は住民なので、「住民が環境と共生し」となります。 

環境とは、まわりを取り巻く周囲のことで、よかろうが悪

かろうが共に生きていかなければならない存在なので、

当たり前のことです。 

例えば、「野生動物と共生し」であれば、良好な自然環境

が維持されていなければ、それは実現できないとわかり

ます。 

神奈川県の誘導指針では、自然環境を取り込んだ都市づ

くりであり、主語は住民ではありません。 

本来書こうとした文意は、「住民は環境に十分配慮し」と

・ご意見を踏まえ、第３条（基本理念）第１項中の「環境

と共生し」を「環境に配慮し」に条文を修正しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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第11条 

（環境基本計

画） 

第２項 

いうことだと推測します。第４条の２にも記されていま

す。 

広報軽井沢12月号の意見募集の文章でも同様で、かなり

の違和感を感じました。 

再考されてはいかがでしょうか。 

第11条２の⑵に、 

「進捗状況を検証するための事項」を追加していただけ

ませんか。 

PDCAサイクルのCにあたる部分で、これが無いと垂れ流し

になります。 

第23条には一定のことは書いてありますが、条例を実の

あるものにする気があるのであれば、常にチェックして

いくことを、基本計画ではなく条例そのものに、明記すべ

きと考えます。先の長期振興計画の住民アンケート結果

からも、自然環境の保全は、町にとって町民にとって最重

要課題だと思います。 

 

 

 

 

 

・ご意見を踏まえ、第11条（環境基本計画）第２項に第３

号として以下の条文を追加しました。 

⑶ 第１号の施策の進捗状況を検証するための事項 

 

 

 

 

 

1 

25 全体について 条例の制定には大賛成します。 

ただ、せっかく制定された条例も、周知と徹底がなくては

意味がないと思います。 

条例案では条例の対象者として・町・事業者・町民・別荘

所有者・滞在者等々を定めていますが、それぞれに対する

周知・徹底、あるいは守られない場合の罰則などについて

も具体的に検討していただきたい。 

※現在ある「軽井沢町の自然保護のための土地利用行為

の手続等に関する条例」も同様です。 

周知の方法として例えば、事業者には、各事業の申請には

条例の遵守を条件とするとか、建築申請する個人にも条

例を理解したことにチェックを入れるような書類提出を

義務付けるなど。 

また、町民や別荘所有者には、固定資産税の納付書類を送

付する際に条例のポイントをまとめて同封するなど。 

また町としては、全ての事業を行う際に、必ずこの条例に

 

・ご意見を踏まえ、周知内容や周知方法等についても検討

していくこととし、今後の参考とさせていただきます。 

また、環境基本条例（案）は軽井沢町の未来に貢献するた

めの基本の理念条例と捉えており、町、事業者、住民が、

同じ目指すべき方向性に向かうことを目的とした条例で

すので、現時点では罰則等の規定までは考えておりませ

んが、今後、条例制定後に、罰則等の規定が必要となって

きた際には、検討していくこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

5 

3 
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照らして適当かの意識をもっていただきたい。 

例えば現在進められている防犯灯の設置でも、岡山県美

星町のように、美しい星空を守るために新たなLED照明を

開発したり、道路の舗装化にあたっても、温度上昇を抑制

する舗装の検討や、舗装する際には街路樹を植えて木陰

を作るとか、野生動物のための道路横断施設を設置する

など、条例の趣旨を施策に生かしていただきたいと要望

します。 

 

・防犯灯設置や道路の舗装化等に関する個別事項に関し

てのご意見につきましては、基本理念を掲げる環境基本

条例（案）の条文に直接反映するのではなく、今後策定予

定の環境基本計画（仮称）や個別計画等において、可能な

限り、具体的目標、指標を定め、具体的な施策の内容を検

討していくこととします。なお、ご指摘の内容について

は、関係部局・関係機関とも共有し、今後の参考とさせて

いただきます。 

 

3・4 

26 第14条 

（財政上の措

置） 

環境の保全については理解をするが、生活への支障が生

じるのは問題である。 

境界線から５ｍ空けるという条例の施行前は樹木が境界

付近に植樹され、その落葉や枝の越境、樹木による日照障

害（２階建の高さ制限に則した樹木の高さ制限等も含

む。）等がそのままとされているのは、生活の支障といえ

る。 

15条から17条の基本的施策ではこのことへの配慮を明記

するべきであり、14条の財政上の措置はこうした生活上

の支障に対する支援、保障を目的とする措置も含めるべ

きである。 

・「環境」には「生活環境」も含まれているものと考え、

第16条に規定する「環境の保全等上の支障を防止するた

め、助成その他の必要な措置」には、ご意見の「生活上の

支障に対する支援、保障を目的とする措置」も含まれると

考えます。また、ご意見を踏まえ、「軽井沢町の自然保護

対策要綱」等の改正も含め、今後策定予定の環境基本計画

（仮称）や個別計画等において、可能な限り、具体的目標、

指標を定め、具体的な施策の内容を検討していくことと

します。 

3 

27 その他 

 

環境問題 

軽井沢は自然環境豊かな観光地ですが、乱開発が近年、目

に余る状況です。 

樹木を確実に残した新規開発、その後の植樹は更に徹底

して行なっていただきたい事項です。 

また、車での来着が多いため、排ガスによる環境破壊もか

なり心配です。 

EV促進はもちろんですが、その他のインフラ整備、EV車の

更なる特別減税は是非ともお願いしたい事案です。また、

古き良き町、軽井沢も演出すべきですから、クラッシック

カーに対しては理解を示して物を大切にするイメージア

ップもはかりながら、その応援もする意味で支援や減税

案を講じて欲しいと考えます。 

・開発規制や排ガス規制等に関する個別事項に関しての

ご意見につきましては、基本理念を掲げる環境基本条例

（案）の条文に直接反映するのではなく、「軽井沢町の自

然保護対策要綱」等の改正も含め、今後策定予定の環境基

本計画（仮称）や個別計画等において、可能な限り、具体

的目標、指標を定め、具体的な施策の内容を検討していく

こととします。なお、ご指摘の内容については、関係部局・

関係機関とも共有し、今後の参考とさせていただきます。 

3・4 
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28 第10条 

（施策の基本

方針） 

  第５号 

条例全般において、自然環境への影響を抑制することに

ついては丁寧に網羅されているが、景観など、「環境」が

人に与える影響については第10条の⑸だけのようなの

で、もう少し記述があっても良いかと思う。 

例えば旧軽では以前に比べ自動販売機、販売促進ののぼ

りや不似合いな看板などが多くみられるようになり、老

舗が閉店するにつれて、よくある雑多な観光地と変わり

なくなってきている。 

プリンス通りやバイパスのような大通りでは、地方都市

のように大きな看板が道路沿いに立ち並び、無粋な飲食

店の大きな写真が壁一面に掲げてあったりなどと、残念

なことが増えている。 

自然を保護することはもとより、自然、人工物を含めた景

観を高い質に保つことは、自然のみならず、肉体的、精神

的に人への影響を考えるうえで非常に重要であるので、

もう少し具体的に強調して意識付け、動機付けをするの

が適切と考える。 

・ご意見を踏まえ、第 10条（施策の基本方針）第５号中

の「歴史的文化的な環境と調和のとれた景観」を「歴史的

文化的な環境及び日常生活の空間との調和のとれた景

観」に条文を修正しました。 

・看板や景観等に関する個別事項に関してのご意見につ

きましては、基本理念を掲げる環境基本条例（案）の条文

に直接反映するのではなく、「軽井沢町の自然保護対策要

綱」等の改正も含め、今後策定予定の環境基本計画（仮称）

や個別計画等において、可能な限り、具体的目標、指標を

定め、具体的な施策の内容を検討していくこととします。

なお、ご指摘の内容については、関係部局・関係機関とも

共有し、今後の参考とさせていただきます。 

1 

 

 

 

3・4 

29 前文 

第１章 

 総則 

 

 

 

 

第10条 

（施策の基本

方針） 

以降 

 

 

 

 

本条例案によって軽井沢町の環境問題に対するスタンス

が明文化されたことは大いに評価できるものの、現今に

至るまで長年にわたる町内の自然環境が目に見えて進行

していたにも拘らず具体的施策なくかかる状況がほとん

ど放置されていた現実を勘案すると余りに遅きに失した

感があり、従って本案の前文ないし総則に町内自然環境

の保全の緊急性を表現・明示すべき。 

行政組織内に環境調査（動植物・立木等の詳細な実態調

査、定期的なデータの公開、これらに基づく施策、対策の

提言等）を主体的、積極的に行う統括的かつ権限を持つ部

門を設置することを明文化して欲しい。現在の自然保護

審議会・環境課の活動だけでは圧倒的に不十分と思われ

る。 

 

 

・これまで検討と熟慮を重ね、ご指摘の厳しい状況にある

ことは理解しておりますが、基本理念を掲げる環境基本

条例（案）の条文に直接反映するのではなく、「軽井沢町

の自然保護対策要綱」等の改正も含め、今後策定予定の環

境基本計画（仮称）や個別計画等において、可能な限り、

具体的目標、指標を定め、具体的な施策の内容を検討して

いくこととします。 

・ご提言のとおり「環境課」や「自然保護審議会」の活動

だけで、環境調査や施策、対策の提言等が実施出来る訳で

はありません。また、今後策定予定の環境基本計画（仮称）

や個別計画等も含め、環境問題は、行政組織としても全庁

的に取り組まなければならない問題です。その中心とし

て「環境課」が主体となり取り組んでいくことを考えてお

りますが、第25条（推進体制の整備）で「必要な体制の整

備を図る」こととしており、具体的な内容は、今後策定予

3・4 

 

 

 

 

 

 

3 
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第25条 

（推進体制の

整備） 

 

 

基本条例制定と同時に町内の自然保護・環境保全、および

より積極的な自然環境の創造（軽井沢特有の動植物、草

木、生態系の育成・復活）に必要な施策を実施するための

具体的なロードマップの提示が必要。 

定の環境基本計画（仮称）や個別計画等において、定義、

検討していくこととします。 

・環境基本条例（案）は軽井沢町の未来に貢献するための

基本の理念条例と捉えており、ロードマップを含め具体

的な施策の内容等は、今後策定予定の環境基本計画（仮

称）や個別計画等において、定義、検討していくこととし

ます。 

 

4・3 

30 その他 

 

全体的な意見 

国の法律や県条例、この条例案の検討過程などを示した

上で、町の条例を検討しないと意見の出しようがないと

思う。 

体系的なもの(法令との関係性などがわかる図など)でも

良いので何故町が独自に条例をつくるのか、国や県以上

の環境施策を行うためにつくるのか。(町のオリジナルの

部分があるのか) 

そういったものを示したうえでもう一度意見募集の手法

をお考えいただきたい。 

環境の保全の意図は理解できるが、環境の創造とは具体

的に何を示すものか。あるのであれば条例に明文化すべ

き 

町民、別荘所有者、住民の定義がわかりにくい。 

一般的に滞在者を住民と定義するものなのか。滞在者を

住民とよび、旅行者を住民とよばないのはなぜか。 

するものとしたときに滞在者の定義は必要ではないか。 

町、事業者、別荘所有者について「責務」を負わせるのは

理解できるが、滞在者(旅行者)に「責務」を負わせるとい

うのはいかがなものか。 

実効性のないものであれば除くべき。 

むしろ町の責務として滞在者に「協力」を呼び掛けるとい

う方が実現性がある。 

責務を負わせるのであれば責務の具体的な実行案と周知

方法を示したほうがよい。 

地球規模の内容であるが、市町村レベルに落とした内容

 

 

 

・今後策定予定の環境基本計画（仮称）や個別計画等にお

いての意見募集の際に参考といたします。また、ご意見を

踏まえ、今後策定予定の環境基本計画（仮称）や個別計画

等において、可能な限り、具体的目標、指標を定め、具体

的な施策の内容を検討していくこととします。 

 

 

 

 

・ご意見を踏まえ、第２条（定義）の第３号、第４号を次

のように条文を修正し、第６号として滞在者の定義を追

加しました。また、第６号を第７号に修正し、次のように

条文も修正しました。 

⑶ 事業者 軽井沢町内（以下「町内」という。）にお

いて事業活動を行う者をいう。 

⑷ 町民 軽井沢町内に住所を有する者をいう。 

 ⑸ 別荘所有者 町内に別荘を所有する者をいう。 

 ⑹ 滞在者 別荘滞在者（前号に規定する別荘所有者

を除く。）、旅行者、町外からの就業者、町外からの

通学者及びその他の本町に滞在する者をいう。 

 ⑺ 住民 町民、別荘所有者及び滞在者、町内就業者及

び通学者をいう。 

5 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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でないと町の条例にする意味がないのではないか。 

前述のとおり国県とのバランスがわからないため、なん

とも言えないが町で条例にするのであれば町民事業者等

が実感でき、実行できる内容にすべき。 

この条例を制定するにあたり町の体制はどう変化するの

か。 

条例にかかれていることすべてに実効性をもたせ、かつ、

長期的に実行していくにはかなりの労力がかかることが

予想される。(必要な措置を講じる、努める、配慮する、

調査を実施するなどやることが、盛りだくさん。) 

もしも空想的な内容があるのであれば削り、具体的にや

れることのみをかくべき。 

多くのことを書いてしまいましたが、町、事業者、町民等

の首をしめるような条例では本末転倒になると思いま

す。 

特に町がこのままのかたちで条例化し、風呂敷を広げす

ぎると、町の職員方がとても大変になるのではないかと

思います。 

このままの条例の場合、具体的になにをしているのか、 

事業者や住民(軽井沢にかかわるすべての人)にこの条例

の内容をすべて周知し、実効し、啓発し、調査し、改善し、

等々。 

本当にできるものか、再度お考えいただきたく、長文です

が、意見を伝えさせていただきました。 

また、ご意見を踏まえ、第８条（滞在者の責務）中の「別

荘滞在者、旅行者、町内就業者、通学者及びその他本町に

滞在する者」を「滞在者」へと条文を修正し、第５条（事

業者の責務）、第６条（町民の責務）、第７条（別荘所有

者の責務）、第８条（滞在者の責務）中のそれぞれの「責

務を有する」は、「ように努めなければならない」が相応

しいと思われるため条文を修正しました。 

「持続可能な成長のためのエネルギー転換と地球環境に

関する関係閣僚会合」が開催された軽井沢町としては、地

球温暖化や気候変動といった地球規模の課題を地域レベ

ルで考え、国際親善文化観光都市及び日本有数の保健休

養地として地球的規模の環境保全について、積極的に取

り組んでいく必要があると考えており、旅行者も含め、滞

在する全ての方々にも責務を負っていただき取り組んで

いく必要があると考えます。ご意見を踏まえ、今後策定予

定の環境基本計画（仮称）や個別計画等において、可能な

限り、具体的目標、指標を定め、具体的な施策の内容を検

討していくこととします。 

31 その他 

 

環境基本条例

案 

水源地周辺の開発もしくは利用を禁止する、水源地周辺

地の所有者利用者に環境保全義務を持たせる。 

空き家で再利用が見込めないものの解体を命じる、5年経

過後に従わない場合は町が解体し所有者に請求する、解

体費用を負担しない利用者の土地を換価処分できるよう

にする。 

・水源地周辺の開発規制や空き家対策等に関する個別事

項に関してのご意見につきましては、基本理念を掲げる

環境基本条例（案）の条文に直接反映するのではなく、今

後策定予定の環境基本計画（仮称）や個別計画等におい

て、可能な限り、具体的目標、指標を定め、具体的な施策

の内容を検討していくこととします。なお、ご指摘の内容

については、関係部局・関係機関とも共有し、今後の参考

とさせていただきます。 

3・4 
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32 その他 ●●●●の造成した●●●●●●のように木を90%倒し

自然を破壊するのは、斬鬼に絶えない。 

また、夏の建設中止の時期に町にお伝えしたように、作業

をするなど、コンプライアンス違反もするのは、問題外で

ある。 

その上、外から人が入いれた場所を侵入禁止にしている

ことで、通行が出来なくなり、不便を住民に強いるのは、

移動の自由の制限にあたると思う。 

大規模開発における木の伐採から、まずはやめさせる条

例の公布をお願いします。 

・宅地造成等に関する個別事項に関してのご意見につき

ましては、基本理念を掲げる環境基本条例（案）の条文に

直接反映するのではなく、「軽井沢町の自然保護対策要

綱」等の改正も含め、今後策定予定の環境基本計画（仮称）

や個別計画等において、可能な限り、具体的目標、指標を

定め、具体的な施策の内容を検討していくこととします。

なお、ご指摘の内容については、関係部局・関係機関とも

共有し、今後の参考とさせていただきます。 

3・4 

33 その他 

 

条例そのもの

について 

環境基本条例（案）を拝見したところ、内容については特

に異論はありません。問題は、これを町がいかに忠実に実

行し、町民、別荘住人に実行を徹底させるかです。条例の

施行を待つまでもなく、町の現在の環境保全に関する姿

勢はとても真剣に取り組んでいるとは思えない中途半端

なもので、国際的に冠たるリゾート地とはとても言えな

い恥ずかしいものです。樹木の伐採は業者がやりたい放

題であり、何の規制もなく、年々乱開発が進んでいるのが

実態です。基本条例を作るのは良いけれど、これを徹底し

て励行させる町の頑固なまでの一貫した姿勢が問われて

いると私は感じています。 

余りにも緩く、余りにも中途半端な環境保護策であり、町

長始め町当局に、環境保護に対する確固たる姿勢が無い

ことが最大の問題だと私は感じています。 

 

・伐採や開発規制等に関する個別事項に関してのご意見

につきましては、基本理念を掲げる環境基本条例（案）の

条文に直接反映するのではなく、「軽井沢町の自然保護対

策要綱」等の改正も含め、今後策定予定の環境基本計画

（仮称）や個別計画等において、可能な限り、具体的目標、

指標を定め、具体的な施策の内容を検討していくことと

します。なお、ご指摘の内容については、関係部局・関係

機関とも共有し、今後の参考とさせていただきます。 

5 

3・4 

34 第４条 

（町の責務） 

第２項 

 

 

 

 

 

第２項の町の責務に付け加えて、「環境の保全に関する活

動等への事業者及び住民の参加協力を促進し、その意見

を適切に反映する責務を有する。」とする。 

 

 

 

 

 

・ご意見を踏まえ、第４条（町の責務）に、第３項、第４

項として以下の条文を追加しました。 

３ 町は、事業者及び住民の良好な環境の保全等に関す

る意識の高揚を図るため、環境の保全等に先導的な役

割を果たすように努めなければならない。 

４ 町は、第１項の施策の策定及びその実施に当たって

は、事業者及び住民の意見が反映されるように努めな

ければならない。 

1 
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第11条 

（環境基本計

画） 

第２項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第12条 

（施策の策定

等に当たって

の配慮） 

第23条 

（調査の実施） 

 

 

 

第24条 

（監視等の体

制の整備） 

 

 

 

 

⑵は「必要な事項」と書かれているが、その内容は曖昧で

あるので、より具体的に⑴に続けて、以下のような項目も

規定すべきと考える。 

 ⑵ 環境の保全に関する個別分野の施策の大綱 

 

 ⑶ 環境の保全に関する配慮の指針 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑷ その他環境の保全に関する重要な事項  

 

 

「環境に影響を及ぼすと認められる」部分を削除すべき。

その理由は、どのような施策であっても、環境の保全に十

分配慮しなければならないから。 

 

調査の実施に付け加えて、「研究機関と連携し、環境の保

全に関する学術研究を振興するよう努めなければならな

い。」とし、項目の表題は、(調査及び研究の推進)と変更

すべき。 

 

「監視等」は曖昧。「監視、観測、測定及び検査を行うた

めに必要な体制を整備するよう努めなければならない。」

と変更すべき。「努めなければならない」と「努めるもの

とする。」は実質的な法的効力が違う。 

 

 

 

・「個別分野の施策の大綱」は、今後策定予定の環境基本

計画（仮称）とも密接に関係しながらも、環境基本計画（仮

称）だけではなく、その他の計画等で策定すべきものもあ

ることから、条文に加えることはしないこととします。 

・ご提言のとおり、今後策定予定の環境基本計画（仮称）

や個別計画等においては、可能な限り、具体的目標、指標

を定め、具体的な施策の内容を検討していくこととなり

ますが、環境基本条例（案）は軽井沢町の未来に貢献する

ための基本の理念条例と捉えており、「環境の保全に関す

る配慮の指針」だけではなく、その他にも目標や指標等、

多岐にわたることが想定されますので、条文に加えるこ

とはしないこととします。 

・ご意見を踏まえ、第11条（環境基本計画）第２項に、第

４号として以下の条文を追加しました。 

 ⑷ その他環境の保全等に関する重要な事項 

・ご意見を踏まえ、第12条（施策の策定等に当たっての配

慮）中の「環境に影響を及ぼすと認められる」を削除しま

した。 

 

・ご意見を踏まえ、第26条（国、県及び他の地方公共団体

との協力）の見出しを「国及び他の地方公共団体等との協

力」に修正し、条文中の「国、県及び他の地方公共団体」

を「国及び他の地方公共団体その他の関係機関」に条文を

修正しました。 

・ご意見を踏まえ、第24条（監視等の体制の整備）中の「監

視等」を「監視、観測、測定及び検査等」と条文を修正し

ました。また、第19条（資源の循環的な利用等の促進）第

１項、第２項、第22条（情報の収集及び提供）、第24条（監

視等の体制の整備）中のそれぞれの努力規定的な「努める

ものとする」は、義務規定的な「努めなければならない」

が相応しいと思われるため条文を修正しました。 

・一定規模以上の「環境影響評価」は環境影響評価法（平

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 
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その他 

 

全般 

 

（環境影響評価）の項目が必要。 

「本町は、土地の形状の変更、工作物の新設その他これら

に類する事業を行う事業者が、事前に環境に及ぼす影響

について調査、予測及び評価を行い、その結果を公表し、

事業の実施に際し環境の保全について適正に配慮するこ

とを推進するため、必要な措置を講じなければならな

い。」という項目を入れるべき。 

成９年法律第81号）にて既に規定されておりますが、法の

対象とならないものの適用については、今後策定予定の

環境基本計画（仮称）や個別計画等において実施が可能か

検討してまいります。 

 

3 

35  

 

 

 

 

 

 

 

前文 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１条 

（目的） 

 

個別意見は、別紙添付しますが、条例案全体については、

次の通り意見を述べておきます。 

軽井沢の素晴らしい自然環境は、国内有数のものと言わ

れ、町民もそれを誇りとして日々過ごしております。 

その軽井沢の環境基本条例は、やはり、国内有数なものと

して認められることが望ましいと思います。軽井沢の価

値が一層生かされ、認められるような、軽井沢の条例を策

定してほしいと心から期待しています。 

軽井沢町は、環境重視の町と言われていますが、なぜ今ま

でこのような条例がなかったのでしょうか。それが今回

制定する運びになったのはなぜでしょうか。それは、町民

のほとんどの人が現状の軽井沢の環境にさまざまな問題

が生じていると感じているからだと思います。そこで、前

文には、現状軽井沢の環境がどのような状態と分析して

いるのか、そのような状態になったのでこの条例を制定

する必要があるという考えを示すべきと思います。募集

の前書きに気候変動や災害について述べられています

が、ようするに現在の軽井沢には、環境条例が必要になっ

たという記述が必要だと思います。さらに、平成1９年制

定の「まちづくり基本条例」との関係を説明追加してくだ

さい。 

・基本理念およびそれに関する施策の基本となる事項を

定めることにより、町、事業者および住民の責務を明らか

にするとともに、３者の協働により環境の保全等に関す

 

 

 

 

 

 

 

 

・環境基本条例だけではなく、その他の町の条例や規則等

も「まちづくり基本条例」とは密接に関係していることか

ら、環境基本条例のみ関係性を説明する条文を直接反映

することはしないこととします。また、前文への環境条例

が必要となった表現についても、基本理念を掲げる環境

基本条例（案）の条文に直接反映するのではなく、今後策

定予定の環境基本計画（仮称）や個別計画等において、可

能な限り、具体的目標、指標を定め、具体的な施策の内容

を検討していくこととします。 

 

 

 

 

・ご意見を踏まえ、第１条（目的）の「基本理念を定め、」

の次に「環境の保全等に関する施策の基本となる事項を

定めることにより、」を追加し、「町、事業者及び住民が

5 

 

 

 

 

 

 

 

3・4 
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第３条 

（基本理念） 

 第１項 

 第２項 

 

 

 

 

 

 第４項 

 

 

 

第９条 

（各主体の協

働） 

第11条 

（環境基本計

画） 

 第２項 

第３項 

る施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在および

将来の住民の健康および安全かつ安心で文化的な生活の

確保並びに…（理念と施策の基本をもとにした内容に変

更する） 

・営むために豊かで快適な…（環境と共生しは、後述の適

正に保全するで分かるので削除する） 

 

・この環境→軽井沢の比類のない豊かな環境…（軽井沢ら

しさを出したいので追加） 

 

・全ての者が常に環境を大切にする行動を取ることによ

り、環境への…（優しい行動の表現は、はっきりしないの

で変更） 

・…事業活動において地球への負荷を与えないことを意

識して積極的…（何をどのように積極的に推進するかは

っきりさせるため追加） 

 

・…互いの立場を尊重し、協働するよう…（必要に応じて

は常に協働すべきだから削除） 

 

・環境基本計画は、第10条の基本方針に基づき次に掲げる

事項…（追加・具体的内容を明らかにするため） 

 

 

・…に当たっては、あらかじめ住民及び事業者の意見を把

握し、その意見を反映させるとともに…（追加および変

更・パブコメでは不十分なので是非入れてほしい。） 

協働の精神に基づきそれに関する施策」を「町、事業者及

び住民の協働により環境の保全等に関する施策」に条文

を修正しました。 

 

・ご意見を踏まえ、第３条（基本理念）第１項中の「環境

と共生し」を「環境に配慮し」に条文を修正しました。 

 

・ご意見を踏まえ、第３条（基本理念）第１項中の「この

環境」を「軽井沢町の類稀な豊かな環境」に条文を修正し

ました。 

・ご意見を踏まえ、第３条（基本理念）第２項中の「可能

な限り環境に優しい行動に取り組むこと」を「常に環境を

大切にする行動を取ること」に条文を修正しました。 

・ご意見を踏まえ、第３条（基本理念）第４項中の「事業

活動において」の次に「世代や地域の枠を超えた連携及び

協働のもと、地球環境への負荷を与えないことを意識し

て」の条文を追加しました。 

・ご意見を踏まえ、第９条（各主体の協働）中の「必要に

応じて」を削除しました。 

 

・ご意見を踏まえ、第11条（環境基本計画）第２項の「環

境基本計画は、」の次に「前条の基本方針に基づき、」の

条文を追加しました。 

 

・ご意見を踏まえ、第11条（環境基本計画）第３項の「事

業者及び住民の意見を反映させる」を「あらかじめ事業者

及び住民の意見を把握し、その意見を反映させる」に条文

を修正しました。 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

36 その他 

 

全般 

第11条 

同町の条例や規則に従わない開発や建築の在り方につい

て「罰則条項」を含めたもっと厳しい規制をかけるべきで

ある。 

ここ数年の町内の建築や開発状況の実態について、軽井

・環境基本条例（案）は軽井沢町の未来に貢献するための

基本の理念条例と捉えており、町、事業者、住民が、同じ

目指すべき方向性に向かうことを目的とした条例ですの

で、現時点では罰則等の規定までは考えておりませんが、

4・3 
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（環境基本計

画） 

第27条 

（自然保護審

議会） 

沢町の定める自然保護対策要綱並びに同取扱要領、景観

育成基準ガイドラインなど、各種条例などのルールが守

られていないことについて大いに懸念がある。このまま

では前書きや基本理念が形骸化するだけでなく、町ブラ

ンド価値そのものが揺らぎかねない。 

同町は観光収入だけでなく、他の市町村に比較して、人口

比率での所得平均が高い住民層による税収により健全な

行政運営が保たれている。 

何故、この町に住み続け、又はこの町に別荘などを保有す

る理由は「豊かな自然環境・冷涼な気候・受け継がれた高

尚な文化や風紀」に他ならず、都会的な喧噪や必要以上の

利便性、無秩序な開発を求めてはいない。 

新幹線の開通以来、その秩序バランスが崩れ続け、今や皆

伐による乱開発や、条例・規制を無視した住宅建築や看板

などの設置が横行し、人口が増えるごとに同町の維持し

続けているブランド価値が損なわれていると感じる。 

ルール無視で無秩序な開発や利用行為、事業参入に「NO」

と強くいえる姿勢こそ、同町のプライドであるべきであ

り、ＳＤＧｓに基づく持続可能な町づくりではないだろ

うか。具体的には、第11条又は第27条に違反者への「罰則・

公表」を付記するか、別条にて明確に違反者への「罰則・

公表」が出来る旨の条項を設け、基本条例並びに各条例・

規則が正しい運用を行政は徹底し、町民・事業者・別荘所

有者・滞在者は遵守するべきである。 

今後、条例制定後に、罰則等の規定が必要となってきた際

には、検討していくこととします。 

37 その他 

 

全般 

これ以上人口を増やしてこの町の自然環境を破壊された

くありません。以前はこの町らしさがありましたが、新幹

線開通後は、別荘やマンション、ホテルなどの乱開発、コ

ンビニエンスストアやドラッグストアなどの異常なほど

の出店で、この町らしさが失われつつあると感じます。 

ロードサイド上の店舗の看板なども、規制を守っている

店舗は少ないように感じます。開発も、不必要に樹木を伐

採して更地にしたり、自然を破壊してまでもメガソーラ

・伐採や開発規制等に関する個別事項に関してのご意見

につきましては、基本理念を掲げる環境基本条例（案）の

条文に直接反映するのではなく、「軽井沢町の自然保護対

策要綱」等の改正も含め、今後策定予定の環境基本計画

（仮称）や個別計画等において、可能な限り、具体的目標、

指標を定め、具体的な施策の内容を検討していくことと

します。なお、ご指摘の内容については、関係部局・関係

機関とも共有し、今後の参考とさせていただきます。 

3・4 
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ー開発を容認するなど、この町が長年かけて守ってきた

財産を一瞬にして奪う行為は、もうやめてもらいたいと

思います。何のための条例なのでしょうか。 

これ以上、人口を増やすことで、利便性や環境破壊につな

がる施策には、私たちは断固として反対です。この町らし

さを守り受け継ぐための条例にするべきだと思います。 

38 その他 

 

全体 

第19条 

全体的には賛成です。大型マンションは木を伐採して殺

風景な景観となります。規制を強化してください。 

 

第19条に関して、再生エネルギーの基地となることには

反対します。特に太陽光パネルは土壌を腐らせ、木を伐採

して景観を台無しにすることから軽井沢町にはそぐわな

いと考えます。 

・伐採や開発規制等に関する個別事項に関してのご意見

につきましては、基本理念を掲げる環境基本条例（案）の

条文に直接反映するのではなく、「軽井沢町の自然保護対

策要綱」等の改正も含め、今後策定予定の環境基本計画

（仮称）や個別計画等において、可能な限り、具体的目標、

指標を定め、具体的な施策の内容を検討していくことと

します。なお、ご指摘の内容については、関係部局・関係

機関とも共有し、今後の参考とさせていただきます。 

3・4 

39 その他 

 

２章12条およ

び全般 

軽井沢という格式のある他とは違う文化とプライドを守

る町を残すため、ショッピングモールなどの賑わいは駅

の南側●●●●の周りに限定し、駅北側は大衆化せず、そ

のまま落ち着いた昔ながらの佇まいを残す。 

大賀ホール前の池にボートを浮かべるなどの噂も耳にす

るが、もってのほか、そのようなザワザワした庶民化した

場所とクラシックが合うわけがなく洗練された美しい池

の場所とホール隣接の芝生の広場をそのままの形で守っ

て欲しい。 

文化財である建物の保存に力を入れ、由緒ある別荘が取

り壊されマンションや駐車場になる事がないよう、歴史

的な建造物は建物だけでなく、その周りの雰囲気や環境

が損なわれては台無しである。それは軽井沢というブラ

ンドにとって大きな損失だと思う。貴重な建物やその周

囲に作るものにはもっと制約を厳しく町全体の問題とし

て考えて欲しい。 

文化財を守るための軽井沢基金を大々的に作り、宣伝を

し、多くの人に知ってもらえば賛同する人はたくさんい

・地域を特定しての街並み保全や開発規制等に関する個

別事項に関してのご意見につきましては、基本理念を掲

げる環境基本条例（案）の条文に直接反映するのではな

く、「軽井沢町の自然保護対策要綱」等の改正も含め、今

後策定予定の環境基本計画（仮称）や個別計画等におい

て、可能な限り、具体的目標、指標を定め、具体的な施策

の内容を検討していくこととします。なお、ご指摘の内容

については、関係部局・関係機関とも共有し、今後の参考

とさせていただきます。 

3・4 
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ると思う。古き物を大切に守り文化を擁護してこの先も

ずっと軽井沢が知識人や政財界の人々、文化の地として

一目置かれる場所であり続ける事を願います。 

40 その他 

 

前文、４条、５

条および24条 

100年前に軽井沢の地で植林をした先人の知恵。この地域

の住民も、別荘を持つ人々も、訪れる人々も、何代も前の

人達の恵みを受けています。その恵みを我々は次の世代

に伝えていかなくて良いのでしょうか。 

山奥の手付かずの自然というわけではないけれど、それ

なりに便利で自然環境が多く残る美しい町。財政も現状

は健全で住民も穏やかな暮らしができる。それは開発と

保護の微妙なバランスで支えられてきたものだと思いま

す。もし軽井沢から美しい自然が消えたら、どうやって未

来の住民は生活を支えるのでしょう。自然環境は当然で

すが、軽井沢というブランドは、いったん傷がついたら余

程の努力や幸運があっても、二度と回復できないでしょ

う。 

少子高齢化の流れのなかで、軽井沢が大都市郊外のどこ

にでもあるような住宅地になっても将来にわたって人を

惹きつけ、若い人が働ける産業の誘致をし続けられると

考えているのでしょうか。リモートワークが追い風だと

思っていても、気がつけば町の人口構成で伸びているの

は現役世代ではなく、これから医療や介護が必要なシニ

ア世代だけとなるのではないでしょうか。戸建ての別荘

所有者が新築マンションに移り、空き家が増えることが

将来の軽井沢の発展にどう結びつくのでしょうか。樹木

も疎らな荒れた野原に空き家が散在する地方の町になら

ないようにできるのは、良くも悪くも軽井沢ブランドな

のではないでしょうか。 

長野県の環境条例にも示され、また軽井沢の人々が守っ

てきた「軽井沢ルール」が、所詮は人々の善意に基づく罰

則規定のないお題目に過ぎないと思われてしまえば、己

の権利を主張するだけの業者による環境破壊を止める事

・伐採や開発規制等に関する個別事項に関してのご意見

につきましては、基本理念を掲げる環境基本条例（案）の

条文に直接反映するのではなく、「軽井沢町の自然保護対

策要綱」等の改正も含め、今後策定予定の環境基本計画

（仮称）や個別計画等において、可能な限り、具体的目標、

指標を定め、具体的な施策の内容を検討していくことと

します。なお、ご指摘の内容については、関係部局・関係

機関とも共有し、今後の参考とさせていただきます。 

3・4 
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はできません。 

●●●●●による●●での危険回避を名目にした、周辺

住民への通告も説明もない突然の無断伐採はその例でし

ょう。倒木による損害賠償回避のためだけに健康な樹齢

百年の木を含めて200本弱の木を無差別に重機でなぎ倒

し、切り倒された樹木の残骸は抗議するまで放置してい

たのです。日陰を奪われ、20年近くかけ増やしたレンゲシ

ョウマなどの山野草は枯れ果てました。リスや野ウサギ

の姿を見ることが絶えました。 

いったんは伐採の許可などしていないと言った町も今や

「切られたものは仕方がない」「植林をするように指導は

している」としか応えてくれません。 

行政には後で安全面での緊急避難だったと言えば済む

し、開発計画がないと言えば許可などは不要だという企

業が町や住民の将来を考慮するとは思えません。伐採し

た木は産業廃棄物だからと処分の要求をした際も、彼ら

は「過去も軽井沢で伐採をして問題となった事はなかっ

たし、今後も同様に許可など取らずに伐採する」と断言し

て恥じることがありません。境界への植林も拒否してい

ます。 

あげくは経緯を問い合わせた我々への文書を町の担当者

に添削させ、謝罪の文言を入れた方がいいというアドバ

イスは無視して、町もチェックして問題はないと認めた

と、あたかもお墨付き得たかのような文書を送ってきま

した。町の善意も利用し問題はないと強弁する。ずいぶん

と行政も舐められたものです。 

町の「軽井沢町環境基本条例（案）」を支持します。ただ

言葉や理念だけではなく、条例を守らせるための罰則も

含めた、行政の強い姿勢をどうか見せてください。素晴ら

しい理念はそれにタダ乗りしようとする者を呼び寄せま

す。開発そのものを否定はしません。ただ己の利益追求し

か考えず、共同体の貴重な資産を破壊したままで済ませ
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る野蛮な行為は許さない強い意思表示と、それを担保す

る実効的な罰則規定制定が必要だと考えます。 

41 その他 

 

11条３、15条、

25条のすべて

にかかわる。条

例案として、い

ずれに私の案

を付け加える

かは今後の課

題。 

この条例案の趣旨「これまでの日常生活や社会経済活動

の在り方を見直し、人と環境が共生し持続的発展が可能

となる町を築いていくために、規制を中心とした対応だ

けなく、全ての人々の自主的、積極的な取り組みの中でよ

り良い町づくりを目指す」に鑑み、以下の意見を提出しま

す。 

町が環境保全・創造にかかわる措置を講じるに当たり、住

民（町民、別荘所有者ら）と事業者らすべての利害関係者

による「熟議の場」（仮称）を設け、熟議の結果を反映さ

せる責務が、町長を含む町にある。 

「熟議の場」とは、すべての関係者による自主的な取り組

み、持続的発展を促す措置を発見するための体験型学習

シミュレーションの場を指す。数日に分けて、利害の異な

る関係者が集まり、具体的な当該事項を討議する。その

際、まず、意見を自由に言い合い、その後、当該事項に関

する情報・知識を提供し、学習したうえで再び討議し、一

定のコンセンサスを見極める。互いの立場の情報や中長

期の見通しなどを知ることによって、当初の意見が変化

する場合も多いにある。これは、自分の意見を投げるだけ

のパプリック・ヒアリングとも審議会によるヒアリング

とも異なる。自主的な取り組みを促すための措置を見つ

けるための手段と言える。 

参加する事業者と住民を何人、どう選ぶか、費用の有無等

の制度設計は今後の課題。 

・「熟議の場」（仮称）も含め、制度設計や手法等に関し

てのご意見につきましては、基本理念を掲げる環境基本

条例（案）の条文に直接反映できるものではないと考えま

すが、関係部局・関係機関とも共有し、今後策定予定の環

境基本計画（仮称）や個別計画等において、今後の参考と

させていただきます。 

4・3 

42 その他 

 

全体 

 

 

 

2019年に軽井沢町で開催された環境閣僚会合G20からの

動き、軽井沢町の素晴らしい環境を次世代に残すための

環境基本条例制定を心から歓迎いたします。 

「2020年3月～10月末までの間で434人、世帯数は210世帯

の増加という急激な変化は、町内不動産業においても土

地を探しているという問い合わせが続いている状況」（●

 

 

 

 

 

 

5 
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第10条 

（施策の基本

方針） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●●新聞12・1月号より）が表しているとおり、町内の環

境は、現在今までにない変化が起こっていることと思い

ます。そのような中、条例制定を急務とされているように

感じられましたが、今回の条例案に関しましては、内容的

にも、既存の軽井沢町の取組や姿勢を感じられ、未来を生

きる子どもを持つ保護者の立場としても大変頼もしく、

よりよい街づくりに一町民として参画させて頂ければ大

変嬉しく、また誇りに感じております。 

全体を通してですが、現在の日本に住む地球人としての

課題は、「二酸化炭素排出量を2030年までに2013年度比で

26%減らす」ということがあります。また、生物多様性な

ど多くの地球環境への課題をターゲットにしＳＤＧｓへ

の取組も求められていることかと存じます。そして、軽井

沢町長の宣言通り、2050年までに二酸化炭素排出量実質

ゼロを掲げていることも大変心強く感じております。 

来年度に策定されます環境基本計画において、検討され、

具体的に記載される部分も多いかと思いますので、現条

例案段階として、以下、いくつか質疑及びご提案させてい

ただきます。 

「⑷ 人と自然が豊かに触れ合うとともに、共生すること

ができる環境を確保すること。」とある部分において、自

然環境を大切にしつつ、人・経済・環境・共生というキー

ワードの重要性を謳われていると解釈しました。 

基本方針として、それを実現させるための入り口に成り

得る①幼児期からの社会・環境教育、②その他別荘や短長

期滞在者にむけて、より素晴らしい自然環境を活かした

滞在を実現していただくための双方合意のような意図や

意思が感じられる条項は検討できないものでしょうか。

現に、既に町内ではいくつかの自然環境を活かした素晴

らしい幼児教育事業やツーリズム事業が展開されている

かと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ご意見を踏まえ、「①幼児期からの社会・環境教育」に

つきましては、第20条（環境教育、環境学習の振興）に、

第２項として以下の条文を追加しました。 

２ 町は、特に児童生徒の環境の保全等に関する学習の

推進を図るものとする。 

 

・別荘や担長期滞在者に向けての事業等に関する個別事

項に関してのご意見につきましては、基本理念を掲げる

環境基本条例（案）の条文に直接反映するのではなく、「軽

井沢町の自然保護対策要綱」等の改正も含め、今後策定予

定の環境基本計画（仮称）や個別計画等において、可能な

限り、具体的目標、指標を定め、具体的な施策の内容を検
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第16条 

（誘導的措置） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第20条 

（環境教育、環

境学習の振興 

等） 

 

 

再生可能エネルギーや省エネルギー促進に関しては、現

時点でも既に展開されている補助制度（太陽光パネル設

置やエコカー補助金など）既存の政策はありますが、住民

登録３年目以降の適応など、新築時の環境負荷に対する

低減措置への期待があまり感じらません。昨今の移住に

よる住民登録数の急激な増大を鑑みると、移住者に対し

ての住民登録1年目からのＣＯ２低減の補助施策を設ける

ことが本施策を大きく促進することになるかと思われま

す。2019年に軽井沢にて開催されたG20環境閣僚会議のア

ウトプットを得ての新たな政策に期待いたします。 

第10条とも関連しますが、なぜ、環境基本条例は必要とさ

れているかは未来を生きる現在の子ども達に、将来も持

続可能な社会をつないでいくためであるかと思います。 

それを踏まえると、例えば、北海道斜里町の環境基本条例

では「（環境学習の推進） 第21条 町は、事業者、町民

及び滞在者が環境の保全及び創造について理解を深める

とともに、自発的な活動を促進するため、環境の保全及び

創造に関する学習の推進を図るものとする。２ 町は、特

に児童生徒の環境の保全及び創造に関する学習の推進を

図るものとする。」と、より、地域住民への期待や施策が

具体的に表現され、”児童”というキーワードが明記され

ています。斜里町も世界自然遺産知床を有 

し、観光業によって生計を立てる住民も多く、気候的には

軽井沢町より厳しいものの四季の移ろいは類似している

ものがあります。また、斜里町の環境教育推進の条項に

は”滞在者”といキーワードもあり、この”滞在者”が入

ることがオーバーツーリズムの軽井沢であるがゆえに、

大切なキーワードにもなりえるのではないでしょうか。

そして、そのような具体的表現は決して一方的に教育的

に押し付けるものではなく、軽井沢の自然をベースにし、

討していくこととします。なお、ご指摘の内容について

は、関係部局・関係機関とも共有し、今後の参考とさせて

いただきます。 

・移住者に対してのＣＯ２低減の補助施策等に関する個別

事項に関してのご意見につきましては、基本理念を掲げ

る環境基本条例（案）の条文に直接反映するのではなく、

「軽井沢町の自然保護対策要綱」等の改正も含め、今後策

定予定の環境基本計画（仮称）や個別計画等において、可

能な限り、具体的目標、指標を定め、具体的な施策の内容

を検討していくこととします。なお、ご指摘の内容につい

ては、関係部局・関係機関とも共有し、今後の参考とさせ

ていただきます。 

 

・ご提言のとおり、未来を担う児童生徒への環境の保全及

び創造に関する学習は、将来的に豊かな環境と共生する

とともに、共に地球環境を考えるパートナーとしての成

長を特に期待するものであることから、ご意見を踏まえ、

第20条（環境教育、環境学習の振興）に、第２項として以

下の条文を追加しました。 

２ 町は、特に児童生徒の環境の保全等に関する学習の

推進を図るものとする。 

・修正した第２条（定義）第６号中に規定のとおり、滞在

者は、別荘滞在者、旅行者、町外からの就業者、町外から

の通学者、その他、軽井沢町に滞在する者を指します。「地

域を訪れる滞在者」にも共に地球環境を考えるパートナ

ーとして期待をするものですが、滞在者のみが優先順位

の高いものでもないことから、「滞在者」のみを切り出し

て条文に直接反映することはしないこととします。 

 

 

 

3・4 
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将来的に豊かな環境と共生するとともに、未来を 

担う児童や地域を訪れる滞在者に、共に地球環境を考え

るパートナーとしての育ちを期待し、促進するものと確

信しております。 

現案の「必要な措置を講ずる」はもっともですが、“児童”

“滞在者”へ向けての環境教育、環境学習の振興等も優先

順位の高い施策として表現していただきたく、ご検討、追

加いただきたく、ご提案申し上げます。 

43  

 

 

 

第４条 

（町の責務） 

 

 

 

第20条 

（環境教育、環

境学習の振興

等） 

基本理念から、各条項の範囲につきまして、網羅的に抑え

られて、かつ、方向性も大変賛成です。いくつか、強調す

るポイントとして、いくつか、コメントさせていただきま

す。 

環境活動を推進では、様々な課、所管と連携できてなせる

取り組みも多いかと思います。 

縦割りにより、活動が制限されないよう、課、所管の連携

といったキーワードを盛り込む。例えば、第４条に含める

ことがよいか、ご検討いただけたらと思います。 

軽井沢は、住民の数以上に、別荘所有者、観光客の割合が

非常に高いと思います。観光客は、事業者の責務に含まれ

る解釈になるかと思いますが、別荘所有者も主体者とし

て含めるべきか、ご検討いただけたらと思います。 

 

 

 

 

・ご提言のとおり、環境活動の推進には様々な課等が連携

して推進していく必要があります。「町」には、町行政に

関わる全ての課等が含まれます。第25条（推進体制の整

備）でも規定のとおり、横断連携をしてまいります。 

 

・修正した第２条（定義）第７号に規定のとおり、住民に

は別荘所有者も含まれていることから、「別荘所有者」も

主体者として含まれています。 

5 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

44 その他 

 

「軽井沢町環

境 基 本 条 例

（案）」に対す

る意見書 

「軽井沢町環境基本条例（案）」基本的はその理念にほぼ

賛成です。ただ最近軽井沢町で起こっていることを考え

ると、この条例が「絵に描いた餅」になってしまうのでは

と危惧するものです。 

軽井沢ではマンションの建設ラッシュ、新築ラッシュ、こ

のコロナ禍でのリモートワークでさらに移住が増えてい

るようです。軽井沢に憧れ、愛し、住人が増えていくこと

は町にとって悪いことではないでしょう。また、去年の台

風19号の猛威を考えれば、停電や道路を封鎖してしまう

危険な木の伐採もある程度は必要だと理解はします。 

ただ、森林の回復が追いつかないような過剰な伐採や違

・伐採や開発規制等に関する個別事項に関してのご意見

につきましては、基本理念を掲げる環境基本条例（案）の

条文に直接反映するのではなく、「軽井沢町の自然保護対

策要綱」等の改正も含め、今後策定予定の環境基本計画

（仮称）や個別計画等において、可能な限り、具体的目標、

指標を定め、具体的な施策の内容を検討していくことと

します。なお、ご指摘の内容については、関係部局・関係

機関とも共有し、今後の参考とさせていただきます。 

3・4 
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法な伐採、樹医や専門家の判断もない安易な伐採にも注

意深く対処していただきたい。単に工事がしやすいから、

販売しやすいからなどの伐採は許さないで欲しい。 

“自然界の成り立ちを支える生態系は、わずかな油断で

バランスを崩すため、それを守るうえでは細心の心配り

が必要です。“とあるように、些細なことでバランスは崩

れ、取り戻すためには相当な時間がかかるというか、失わ

れたものは二度と戻りません。 

去年の７月●●●●●●●●のマンションの隣接する林

が300平米以上(1000平米以上？)業者が見積もり目印を

つけた189本、それ以外の細い木まで隣接する８ｍの幅

で、１本残らず、伐採されました。役場への届出もなく、

近隣への事前の説明もありませんでした。地権者がわか

らず交渉の術もなく、伐採されてから●●●●●が買収

していたことを知りました。 

台風など自然災害の「危険」を理由の皆伐と言いますが、

伐採に当たった●●●●は重機を入れて作業しやすいか

らだと漏らしました。こちらの危険を心配するなら、当然

事前に話があって然るべきですし、「危ないから切って欲

しい」とお願いしたこともありません。その上残骸を目の

前に捨て置かれ、景観を損なうこともかえって危険に晒

されました。また防風林にもなっていて、今まで台風でも

不安に思ったことはありませんでした。残されたのは日

当たりの悪い細い木ばかり、枯れた木も倒木もそのまま、

届出不要の「木竹の伐採」危険と思われる枯損した木々の

伐採には当たりません。自生していた苔やシダは枯れ、山

野草も壊滅状態。強烈な西日でバラもリンゴの木も枯れ、

リスも野鳥カワラヒワも姿を消しました。木陰がなくな

っただけではなく蒸散作用で保たれていた涼しさも損な

われ、エアコンの設置も必要となり避暑のかいはなく、森

林による癒しも景観も資産価値も失われ、一部は崖崩れ

の恐れも出てきました。 
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ルールに厳しい軽井沢でなくても、全国どこでも今はマ

ンション１室のリフォームでさえ近隣の了解を得るのが

常識。それを重機を入れ騒音を立てる工事をするのに、

「当日管理人に挨拶」だけで済ませるというのは考えら

れない。しかも、こちらが役場に相談しなければ、目の前

のゴミ(産業廃棄物)もそのまま。このような非常識な業

者が軽井沢の象徴でもあり●●●●●●が愛した●●●

●●のオーナーだということです。軽井沢の自然も文化

も歴史も理解しない大企業が●●のオーナーだとはとて

も悲しい。その信用を使って隣接する●●●の温泉源と

私道を共有する当マンションの理解を得ました。 

役場は「やってしまったことは指導のしようもない」と、

しかも伐採後５ヶ月たって●●●●●から文書には、謝

罪の言葉はひとつもなく、「役場へ確認したところ、条例

に基づく手続きが必要とされる行為ではなかった」とお

墨付きまで得たとあります。10m以上に木を切ったら植え

る、境界には樹木等を活用する…ということも一才無視。

「植栽計画はない」と。 

届出も出さず、近隣に説明もせず、罰則もないのをいいこ

とに、やったもん勝ちのようなことを見逃していては今

後もこういうことが起き…というか、●●●●●は他で

もやってきたし、今後もやっていくと言い切りました。 

このような行為は長野県の自然環境保全条例にも軽井沢

の自然保護対策基準にも、今回の環境基本条例にも抵触

し、ＳＤＧｓ、地球温暖化、ＣＯ２削減など世の中に流れ

とは真逆の考え。おそらく規制されないうちにやれるだ

けやってしまえという確信犯。軽井沢の自然も文化も歴

史も理解しないこのような業者は続々進出してくる（い

る？）のではないかと心配で仕方ありません。 

海外では、たとえば英国のコッツウォルズとか頑なに景

観を守ってこそ、その価値、ブランド、そして人気も保た

れます。 
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軽井沢町にも、基本理念にのっとった強い姿勢で今後も

こういう環境を破壊する蛮行に対しては厳しく対処して

いただきたい。 

自然を破壊して、魅力ないフツーの観光地になってしま

った所はいくらでもある。そのためには条例に伴う罰則

など具体的な対処法も示して頂かないと町の責務は果た

されないし、美しい軽井沢町も守れないと思います。 

45 その他 

 

軽井沢町環境

基本条例（案）

制定に対する

意見 

【軽井沢という格式のある他とは違う文化とプライドを

守る町を残すため】 

1. ショッピングモールなどの賑わいは駅の南側●●●

●の周りに限定し、駅北側は大衆化せず、そのまま落ち着

いた昔ながらの佇まいを残す。 

2. 大賀ホール前の池にボートを浮かべるなどの噂も耳

にするが、もってのほか。そのようなザワザワした庶民化

した場所とクラシックが合うわけがなく洗練された美し

い池の場所とホール隣接の芝生の広場をそのままの形で

守って欲しい。 

3. 文化財である建物の保存に力を入れ、由緒ある別荘

が取り壊されマンションや駐車場になる事がないよう、

歴史的な建造物は建物だけでなく、その周りの雰囲気や

環境が損なわれては台無しである。それは軽井沢という

ブランドにとって大きな損失だと思う。貴重な建物やそ

の周囲に作るものにはもっと制約を厳しく町全体の問題

として考えて欲しい。 

4. 文化財を守るための軽井沢基金を大々的に作り、宣

伝をし、多くの人に知ってもらえば賛同する人はたくさ

んいると思う。古き物を大切に守り文化を擁護してこの

先もずっと軽井沢が知識人や政財界の人々、文化の地と

して一目置かれる場所であり続ける事を願います。 

5. また昨今の別荘事情において懸念することは、カラ

マツなどの元々ある木のむやみな伐採（カラマツは軽井

沢の歴史そのものである）、また不必要な装飾の灯りで庭

・地域を特定しての街並み保全や開発規制等に関する個

別事項に関してのご意見につきましては、基本理念を掲

げる環境基本条例（案）の条文に直接反映するのではな

く、「軽井沢町の自然保護対策要綱」等の改正も含め、今

後策定予定の環境基本計画（仮称）や個別計画等におい

て、可能な限り、具体的目標、指標を定め、具体的な施策

の内容を検討していくこととします。なお、ご指摘の内容

については、関係部局・関係機関とも共有し、今後の参考

とさせていただきます。 

3・4 
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や森を照らすなど自然破壊というべき事態である。特に

森や山は元々野生生物のものであり、そこに夜も煌々と

ライトを照らすなど生態系を壊しかねない。軽井沢は熊

でさえ撃ち殺さずに山に帰す自然との共存を実践してい

る、別荘への規制も厳しく管理責任を取らせるべきと思

う。 

森や山を守っていつまでも自然豊かな軽井沢であり続け

るように。 

少しでも軽井沢の文化や自然が残るよう切に希望いたし

ます。 

46 その他 

 

環境条例意見 

1. １８号の街路樹が貧相です！！ 

魅力的な街並みを作れるよう街路樹に力を入れてくださ

い。 

2. バイパス沿いの緑が急速に失われています！！ 

商業化を制限する、施設を新設する場合樹木伐採を制限

して露出させないよう規制強化を図ってください。 

3. ２０年後、５０年後のKARUIZAWA 

いま日本でトップのリゾート地であることに胡座を

かいていませんか？ 

開発を止め、自然を破壊から守り、●●●●に土地提供な

どで協力させ、コンペで大きなスケールでの将来像（グラ

ンドデザインKARUIZAWA2050）を募集し、財界人などに寄

付を求めましょう。 

世界を知っている心ある著名人は、いまの軽井沢に少な

からず失望していて、大きな良い構想さえあれば喜んで

金も出し力も貸してくれる筈です。 

そうでもしなければ軽井沢は何処にでもあるつまらぬモ

ールの街と化します。 

住民の細かい意見などフォローしていたのでは衰退の一

途、間違いありませんよ。 

・地域を特定しての街並み保全等に関する個別事項に関

してのご意見につきましては、基本理念を掲げる環境基

本条例（案）の条文に直接反映するのではなく、今後策定

予定の環境基本計画（仮称）や個別計画等において、可能

な限り、具体的目標、指標を定め、具体的な施策の内容を

検討していくこととします。なお、ご指摘の内容について

は、関係部局・関係機関とも共有し、今後の参考とさせて

いただきます。 

3・4 

47  

 

内容を拝読いたしました。今回の町環境基本条例策定は

基本的に大賛成です。 

 

 

5 
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第４条 

（町の責務） 

第１項 

第２項 

 

第10条（施策の

基本方針） 

 

 

 

 

その他、全般 

１項．２項とも抽象的な感じがします。本条例の履行を担

保するためには、具体的な表現が必要だと思います（例え

ば「細則」を設ける）。→「責務とは定期的、必要に応じ

事業者、住民等への周知を図る」といった啓蒙活動が必要

では？また、環境がどう変化しているのか、現地での確認

等が必要では？現地の状況を随時確認することが、現実

的な対応を可能ならしめます。 

⑴「…良好な状態」の良好とは、具体的にどんな状態なの

か。ある程度町の指針を具体的に出さないと（人の感性は

異なります）解釈はまちまちです。 

⑶「…適正に保全する」も同様です。 

他にも、幾つかありますのでご検討願います。 

町からの発信を受ける側（業者、住民、別荘族）の認識が

一定レベルに達していないのでは？と思います。後述①

②のケースが如実に表しています。 

今回公表された「軽井沢グランドデザイン」文中でも以下

のような表現があります。『様々な外部環境の変化により

「軽井沢ブランド」に変化が出ており、…世界に冠たる、

…日本を代表する保養地「軽井沢」の名声の維持に危険な

状況にある。…また、観光都市としての品位と調和を備え

るレベルには達していません。』全く同感です。 

これらのことが、今、現実に起きていることを、二つほど

お伝えさせて頂きます。 

（私は東京在住の60代男性です。保養のため、8年前から

毎週末を千ケ滝西地区の別荘で過ごしています。年間100

日程度） 

① ３年程前東京（自営業者）からの定住者が隣地に住み

始め、今年、住宅を増設し、１つの敷地に２つの建物が建

っております。隣地は、条例に基づき３メートル間隔があ

りますが、隣地の境界には、常緑樹でなく落葉樹が植えら

れ（建築時に15から20メートルの大木10数本を伐採し、代

わりに植えたのは伐採本数に合わせた２メートル前後の

・ご指摘の「抽象的な感じ」につきまして、環境基本条例

（案）は軽井沢町の未来に貢献するための基本の理念条

例と捉えており、具体的な施策の内容等は、今後策定予定

の環境基本計画（仮称）や個別計画等において、定義、検

討していくこととします。 

 

 

 

 

 

 

・植栽や不動産業者の指導等に関する個別事項に関して

のご意見につきましては、基本理念を掲げる環境基本条

例（案）の条文に直接反映するのではなく、「軽井沢町の

自然保護対策要綱」等の改正も含め、今後策定予定の環境

基本計画（仮称）や個別計画等において、可能な限り、具

体的目標、指標を定め、具体的な施策の内容を検討してい

くこととします。なお、ご指摘の内容については、関係部

局・関係機関とも共有し、今後の参考とさせていただきま

す。 

4・3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3・4 
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低木）、３メートルの隣地空間に毎日大量の洗濯物が所狭

しと並べられ、当方のリビングからは丸見えで、快適な環

境どころか精神的苦痛以外の何物でもありません（この

件について、常緑樹の植林をお願いしたら、自分の部屋に

ルーパーを置けばいい、と隣人、驚きです）。 

また、出窓が当方の寝室丸見えの場所にあり、建築時に出

窓の目隠しをお願いしたら、（請け負った地元業者経由

で）法令上は設置の義務（法令より先にモラルがあるはず

ですが、この人たちは持ち備えていません）はないとの返

事、こういう方が小鳥のさえずりだけが心地よい静寂の

なか、近所迷惑などお構いなしで大声出しながら、住んで

います。 

保養地であるとの認識が希薄なこのような住民と同様な

人達が、今般のコロナ禍により、都内等からの移住者（自

宅でのリモートワーク等）が増加する兆しがあります（な

にせ土地代が格安です、東京からのアクセスの利便性は

新幹線があり最高です）。 

既述のグランドデザインに「国際観光都市としての品位

と調和を備えるレベルには達していません」とありまし

たが、レベルに達するどころかモラルは劣化の一途を辿

っている状況ではないでしょうか。 

② 第●回緑の景観賞「優秀賞」受賞の●●●●●●●●

●に一言。 

自然保護、景観形成の模範となる建築事業を周知するた

め2008年度から実施している本賞ですが、自然保護の観

点から違和感を感じます。代名詞となっている自然の豊

かさ、春、夏、秋、冬の四季折々の魅力の軽井沢です。専

門家のコメントにあるように、●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●…とあります。全くその

とおりだと思います、春、夏そして秋までは。 

しかし、現在の冬の風景は違います。本来なら木々は、う
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っすらと雪化粧し、透き通った空気そして静寂さ、100年

続いた軽井沢の冬景色です。今の時期、●●●●●のほと

んどの木々は、白いコート（？）に身を包んでいます。自

然保護とは真逆です。自然体では軽井沢の冬を越せない

木 （々バラ？）を植え、厳寒から守るため、いや春の景観

を楽しむため、だとすると、自然を無視した人間のエゴで

すね。バラがかわいそうです。 

第10条の「…環境の自然的要素を良好な状態に保全する」

とは相反するものではないでしょうか？ 

先日（11月29日（日曜日）の●●●●新聞28面 文化 紙

面）、直木賞作家の唯川恵さんのエッセイ「冬の訪れ」（軽

井沢）において、『好きな季節はと聞かれたら、「冬」と

答える。新緑の春も、爽やかな夏も、紅葉が広がる秋も捨

てがたいが、雪に覆われた景色の美しさは圧巻だ…寒い

寒いと愚痴りながらも、たっぷりと冬を堪能しようと思

っている』と…。唯川さんが見たらどんな反応でしょう

か？ 

また、軽井沢住民の意見で、『最近悪くなった施策として、

「豊かな自然環境との良好な関係の構築」』があげられて

おります。 

これは、軽井沢町が過去に定めた「自然保護対策要綱」「自

然保護のための土地利用行為の手続等に関する条例」と

いった、他の市町村にはない独自の厳しい条例について

の理解度が、他の都市からの定住者、新たな別荘保有者の

増加等により、別荘地としてのモラルの希薄化や町の条

例等が周知されていないのが大きな要因ではないでしょ

うか？そのためには、今回の条例を含め、既存の条例の徹

底した周知は欠かせません。町の担当部署はもちろんの

こと、これらの人 （々不動産の取得者や賃貸希望者）と最

初にコンタクトするであろう不動産業者の責務が最も大

きいと思います。よって、不動産業者への周知は重要なフ

ァクターです。 



 

- 39 - 

以上、宜しくお願いいたします。 

48 その他 

 

軽井沢町環境

基本条例制定

に対する意見 

今回、掲題に関する意見を募集されましたので、以下、永

年軽井沢町にセカンドハウスを有し、毎年数ヶ月軽井沢

町に居住し、こよなく街を愛するものとして私の意見、提

案を幅広く申し上げます。 

1.基本条例制定に当っては、高慢な理念をうたうだけで

はなく、様々な具体的な施策、実行を是非お願いしたいと

思います。 

軽井沢町は別荘数が16千戸に及ぶ全世界の中でも他に類

をみない、壮大で立派なリゾート地です。住民、別荘保有

者、そして町の行政当局が一丸となって、この素晴らしい

町を更により良くし、持続していくことを心から願って

います。 

以下、順不同ですが、細かいことも含めていろいろな提案

を述べます。 

2.樹木管理、植林 

野沢大先輩等が努力をされた最初の植林より100年以上

経ち、多くの樹木が老齢化、枯死しています。是非、手入

れとともに計画的に新しい植林事業を推進されることを

提案します。大木の管理は危険管理の為にも大変重要で

す。（例・台風時の倒木の危険性等） 

同時に主要道路には今でも街路樹がありますが、これを

美観、観光の為にも統一的に整理、整備することを提案し

ます。（例えば、Ａ通りは大きくなる楓、Ｂ通りは桂、Ｃ

通りは桜とか） 

花の植込みについても同様です。（他国の代表例も参考に

して下さい。） 

3.街並みの整備 

a.格調の高いデザインの優れた統一した形・色の標識

（道路標識）の整備、日本国内でも歴史地区保存を進め

 ている市・町の中には見た目を美しい品のある標識を 

 整備している町が幾つもあります。（是非参考にして 

 

 

 

 

・環境基本条例（案）は軽井沢町の未来に貢献するための

基本の理念条例と捉えており、具体的な施策の内容等は、

今後策定予定の環境基本計画（仮称）や個別計画等におい

て、定義、検討していくこととします。 

 

 

 

 

 

 

・樹木管理や街並み整備等を含め、いただいた個別事項に

関してのご意見につきましては、基本理念を掲げる環境

基本条例（案）の条文に直接反映するのではなく、「軽井

沢町の自然保護対策要綱」等の改正も含め、今後策定予定

の環境基本計画（仮称）や個別計画等において、可能な限

り、具体的目標、指標を定め、具体的な施策の内容を検討

していくこととします。なお、ご指摘の内容については、

関係部局・関係機関とも共有し、今後の参考とさせていた

だきます。 
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 下さい） 

b.同時に駅からの大通り、銀座通り等には、デザイン、

居住性の良いベンチを多数整備すること。（多くの観光

客、老人が渇望しています） 

c.従来より若干の規制があるようですが、是非、看板の

統一的な規制をすすめて欲しい。 

店の前、上にある様々な看板は醜悪です。色も不揃いで

す。世界の観光地、保養地でこういうものがあるところ

はどこにもありません。特に不動産関連の看板はひど

いものです。軽井沢の品位をすこぶる汚しています。 

d.側溝の整備、管理 

特に別荘地では、夏の一時期しか滞在されない方も多

いので、側溝に泥がたまり、大雨の時等、道路が洪水状

態になることがしばしばです。側溝の整備は町の管轄

とのことなので、十分に目を光らせて管理の要があり

ます。 

e.標識に英語等の外国語表示がありません。軽井沢町と

しては、外国人の観光客、住人が多いこととして、これ

は早急に整備の必要があります。 

f.電柱、電線の地中化 

世界に冠たる軽井沢で電柱、電線が乱立しているのは

見るに堪えません。幸い町は財政的にも余裕があるの

で、是非、長期計画で少しずつ毎年地中化を推進すべき

だろうと強く感じます。 

g.ゴミ集め 

別荘地域では盛夏の一時期を除いては、ゴミ集め（臨時

集積所）が皆無です。四季を通じて居住する人々が年々

と増えており、年を通しての居住所リストを整備し、定

期的にゴミ収集を是非実現して下さい。（一般住民地域

との差がひどいです。）更にゴミ集積所（例えばテニス

コートの奥、南ヶ丘等）の管理状況は最悪です。長い間

倉庫よりはみ出たゴミが路上に放置されているような
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状況で見た目も最悪ですし、衛生的にも問題です。早急

に改善の要があります。 

4.マンション建築の制限 

軽井沢町は世界の環境、観光都市を掲げる以上、豊かな生

活環境を維持、持続すべきで、その為に別荘地域の明確

化、そして戸建てオンリーの政策を推進すべきです。一部

商業地域等にマンションが出来るのは止むを得ないでし

ょうが、いわゆる別荘地帯ではマンションを禁止にすべ

きと考えます。現在は少しずつ別荘住宅地域でのマンシ

ョンが増えて来ています。 

5.町へのアクセス（道路整備） 

現在、ハイウェイの出口から町に来るには道路は一つし

かありません。夏期、ゴールデンウィークのすさまじい渋

滞はご存知の通り。72ゴルフ辺りから、特に訪問者の多い

アウトレットへの直通バイパス（●●の協力も求め）を新

設し、道路のレーン数を増やすこと等を考えるべきです。

更に18号線との交差点（新軽井沢）でのレーン増加（トン

ネルの幅を広くする）をも考慮すべきです。 

6.小・中・高校での教育 

軽井沢町は世界に冠たるリゾート地ということを学校で

常に説明、その為の町の整備、管理を教え込み、生徒達は

こういう素晴らしい町に住んでいることに誇りを持つと

ともに皆が一緒になって町を育て、盛り立てていく気持

ちを養生していくことを是非おすすめします。すでに実

績を積んでいる●●●●や新設の●●●●等、全国的、世

界的に認知されている学校もあり、将来的には更に学園

都市として発展する可能性も大いにあります。 

7.まとめ 

以上、いろいろと申し述べましたが、軽井沢を愛し更によ

くしていこうとの強い希望からの私見です。最後に軽井

沢にセカンドハウスを所有し、年間少なくとも何日かを

軽井沢で過ごされる方もとても多いです。その中には大
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変優れた知識・知見・経験をお持ちの方が多数おられ、

各々、いろいろと優れたご意見をお持ちです。是非こうい

った知見・提言を計画的、定期的、且つ恒常的に吸い上げ

る機会を設けられることを強く提言します。必ずや街の

改善や進歩に役立つことは間違いありません。 

尚、将来に亘り、町内では絶対にパチンコ、ゲームセンタ

ー、カラオケ、飲み屋、バー等を営業させないことを継続

して下さい。 

49 前文 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第９条 

（各主体の協

働） 

第10条 

（施策の基本

方針） 

  第１号 

 

 

 

 

 

前文には情緒的な言葉が多く、「事実」と「希望」の区別、

関連が整理されていない。 

最初の２行を読んだところで現状の理解が上っ面のもの

と印象をもたせる。例えば、美しい水の流れとあるが、湯

川系の千曲川源流地域として、軽井沢町と隣町との境界

上のダム直下での水質は長野県のデータでは大腸菌が豊

富なことを示している。 

軽井沢町は数十年間以上、国際保健休養地として指定さ

れているならば、環境に関して過去にも有益な検討がな

されてきたものと想像する。それらの整理と今回の環境

基本条例の制定の必要性の関係を明示するのが前文の意

味であると思うが如何でしょうか。 

各主体の協働は、大いにやるべきことであって、「必要に

応じて」と限定する必要はない。 

 

健康保護、生活環境保全のために環境の「自然的」構成要

素を良好な状態に保全とあるが、自然的と限定する必要

があるのか。 

例えば、生活関連臭気（香料乱用、浄化槽臭気など）、人

工的音響、振動などはどう扱うのか。 

 

 

 

 

・前文への「過去の検討経過や今回の環境基本条例の制定

の必要性の関係」の表現については、基本理念を掲げる環

境基本条例（案）の条文に直接反映するのではなく、今後

策定予定の環境基本計画（仮称）や個別計画等において、

可能な限り、具体的目標、指標を定め、具体的な施策の内

容を検討していくこととします。 

 

 

 

 

 

 

・ご意見を踏まえ、第９条（各主体の協働）中の「必要に

応じて」を削除しました。 

 

・生活関連臭気や人工的音響等の人工的構成要素も、自然

界に人が創り出したことにより、自然界に存在している

構成要素の一つと考えます。従いまして、自然界の構成要

素を良好な状態に保持することに努めることで、人の健

康の保護及び生活環境の保全が図られることに繋がると

考えます。また、ご意見を踏まえ、「自然環境の保全」の

文言が不足していましたので、第10条（施策の基本方針）

第１号中の「人の健康保護及び生活環境の保全」の次に

「並びに自然環境の保全」の条文を追加しました。 

3 
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第27条 

（自然保護審

議会） 

軽井沢町自然保護審議会条例（昭和48年軽井沢町条例第2

4号）は、町、事業者及び住民の活発な協働を行う為のシ

ステムとなり得るか。1.の質問と直結するが、従来の活動

が総括されていないので、この条例（案）との関係が分か

らない。 

構成員を制限したり、公表しないようなことがあれば、協

働の実を挙げることは難しくなると危惧する。 

・ご意見を踏まえ、委員の選定基準や公表につきまして

は、より透明度が高く明確になるよう、今後の軽井沢町自

然保護審議会の中でも審議していくこととします。 

3 

50 第10条 

（施策の基本

方針） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 

 第２節 基

本的施策 

第10条 

（施策の基本

方針） 

軽井沢町において一番大きな課題・脅威は中・長期的な新

たな開発です。新たな開発に対して環境を保全するよう

に要求を条例に入れるべきです。“ 開発”や“新たな開

発“という言葉が条例に含まれていない事は、環境保全の

目標を掲げ制定しようとしている軽井沢の条例にとって

致命的な欠陥になるはずです。開発するにあたっての義

務を明確にするべきです。開発（新開発、改造開発）で環

境を破壊するため許容できません。環境保全を配慮し改

善を促し、軽井沢の発展に貢献してくれるような開発を

望みます。 

 

 

現存する町の施設や地域（例：公園、風致地区など）・施

行されている対策（例：建築規制など）に対し環境条例に

よって確認・賞賛・強化ができる条例にすべきです。 

町の資源・環境において被害を被る可能性がある問題を

具体的に条例に盛り込んで下さい。例えば、水汚染、舗装、

野生動物の生育地の消滅など。また、条例に軽井沢でも問

題化しつつある光害汚染（例：風越公園のサッカー場の照

明が空を明るくしている等）についても追記を希望しま

す。光害によって軽井沢の夜空に星が見えなくつつあり、

非常に危惧しています。 

・ご提言のとおり「開発」に伴う環境破棄は大きな課題、

脅威の一つでもありますが、「開発」だけが課題、脅威で

はなく、条文に規定しているとおり「各種の施策相互の連

携を図りつつ総合的かつ計画的」に環境保全の施策の基

本方針を策定し、実施していく必要があり、基本理念を掲

げる環境基本条例（案）の条文に直接反映するのではな

く、「軽井沢町の自然保護対策要綱」等の改正も含め、今

後策定予定の環境基本計画（仮称）や個別計画等におい

て、可能な限り、具体的目標、指標を定め、具体的な施策

の内容を検討していくこととします。なお、ご指摘の内容

については、関係部局・関係機関とも共有し、今後の参考

とさせていただきます。 

・ご意見を踏まえ、第10条（施策の基本方針）第１号中の

「大気、水、土壌その他の環境」を「大気、森林、水、土

壌、星空その他の環境」に条文を修正しました。 

3・4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

51 その他 

 

用語の 

この条例の「環境保全等」はヒトの目線からの、ヒトに都

合の良い「環境」なので、左記の用語を使用すると、この

条例が地球環境の保全に貢献していると思うヒトが出る

・環境基本条例（案）は、軽井沢町の未来に貢献するため

の基本の理念条例と捉えており、地球規模で環境を破壊

してしまっている要因も「ヒト」であり、その環境保全等

4 
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「地球環境保

全」 

「環境破壊」 

「自然環境」 

「生態系」 

「生物の多様

性」 

「自然が財産」 

ので使用しないほうが良いと思います（他の条例、特にグ

ランドデザインも）。 

歩道や敷地境界線に縁もゆかりもない植物を植える、敷

地に「できれば」樹を残す、「逆に」邪魔な樹や枝を切れ

等、町を整備する事は地球環境の保全には無関係です。 

「風土」を引き継ぐのは良いが、「ヒトの生活環境」と「ヒ

ト以外の自然」を混同してはダメです。特に昭和のヒト

（私も昭和ですが）には感覚的に難しいと思いますが、何

を「保全」したいのか、何を「犠牲」にするのか考えるべ

きです。「あれもこれも良くしたい」は残念ながらすでに

無理があります。 

先の見えない環境問題の中で、何が問題で何が有効なの

か分からない世代が活躍している今の時点で「最上位」な

どとする条例を作るのは次の世代のためにもやめたほう

が良いと思います。 

町として地球環境の保全に係わるのであれば、別の条例

を創るべきだと思います。 

地球環境に特化した条例を創り実行できれば、他の条例

より一歩先を行くので、国や他の市町村からも注目され

ると思います。 

を考え、行動に移していかなければならないことも「ヒ

ト」に課せられた使命で、決して「ヒト」以外の動物や植

物が成せるものではないと考えております。先の見えな

い環境問題の中でも、未来を担う世代にも将来的に豊か

な環境と共生し、共に地球環境を考える基本となる理念

条例は必要と考えます。また、環境を保全していくことの

目的として、国や他の市町村から注目される必要はなく、

地球環境に特化した条例や別の条例を制定することは考

えておりません。 

52 第５条 

（事業者の責

務） 

 

 

 

 

 

 

第16条 

（誘導的措置） 

1.事業者の債務ですが、環境保全を考えられている事業

者は非常に少なく、開発に対し厳しい制限等を設置すべ

きです、例えば低地になる農地を宅地として売りたいが

ために、農家をそそのかし→農地名目で土地の嵩上げ→

数年後に土地名目を宅地へ変更しようとするケースなど

が見られます。また、軽井沢バイパスと旧道の分かれ目に

ある宅地なども地価が上がるまで待っているのか、木を

伐採し、そのままにしているという環境保全を無視した

開発も見られます。 

2.軽井沢町は開発業者等についてどのくらい環境保全に

努めているか考慮し、それにより町内で開発できるかの

基準を策定すべきです。多数の開発済みの場所（例：●●

・開発規制等に関する個別事項に関してのご意見につき

ましては、基本理念を掲げる環境基本条例（案）の条文に

直接反映するのではなく、「軽井沢町の自然保護対策要

綱」等の改正も含め、今後策定予定の環境基本計画（仮称）

や個別計画等において、可能な限り、具体的目標、指標を

定め、具体的な施策の内容を検討していくこととします。

なお、ご指摘の内容については、関係部局・関係機関とも

共有し、今後の参考とさせていただきます。 

3・4 
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●●●●●●●）がありますが、実際開発済みの場所を見

てみるとまだかなりの数で売れ残りなどが見られます。

これ以上不要な開発が必要なのでしょうか？それを踏ま

え、実際に軽井沢町をよくしていこうとする業者のみと

限定する内容を条例に入れてください。 

53 第11条 

（環境基本計

画） 

第３項 

環境基本計画を定めるうえで、事業者及び住民からの意

見を反映させることの大切さは、軽井沢町環境基本条例

（案）にすでに記載されています。しかし、より意味のあ

る住民との協議をするには、十分な意見募集の期間、及び

より参加しやすい場が必要です。今後、環境基本計画を定

める過程で、例えば、住民参加型の協議会やワークショッ

プの実施を通して、意見交換を促しながら住民と町が一

体となって環境基本計画を策定していく過程が望ましい

と考えます。 

また、計画の策定をするうえで、軽井沢町自然保護審議会

の意見を聴かなければならないと軽井沢町環境基本条例

（案）に記載されています。議事内容の透明性の確保を図

る観点からも、審議会の議事録をPDF等により迅速に公開

する必要があると感じます。また、より広い意見を募り、

透明性の向上のために、審議会の委員の選任基準を見直

し、公募募集による審議会の委員の任命をする必要があ

ると考えます。 

・今後策定予定の環境基本計画（仮称）の策定に当たって

は、今回の環境基本条例（案）同様にパブリック・コメン

トの実施、また、住民参加型の協議会やワークショップの

実施等を検討していくこととします。 

 

 

 

 

 

・ご意見を踏まえ、環境基本計画（仮称）の策定に当たっ

ての軽井沢町自然保護審議会での審議内容の議事録公開

や、委員の選定基準につきましては、より透明度が高く明

確になるよう、今後の軽井沢町自然保護審議会の中でも

審議していくこととします。 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

54 軽井沢町環境

基本条例制定

に対する意見

投稿 

私は昭和30年代より 町内での移転はありますが、60年以

上に亘り夏の軽井沢で緑深い美しい自然と伝統、文化に

触れ軽井沢の地を第二のふるさととして愛して参りまし

た。 

しかし昨今の経済優先の町の開発により貴重な自然が

次々に破壊されていく様子を間近にみて大変残念に思い

ます。 

ゴールデンウィークやお盆ウィークの大渋滞を始め 駐

車場への長い車列等、一時期とはいえ 町の許容量を超え

る観光客の流入は、大規模なリゾートホテルなどの乱立

・伐採や開発規制等に関する個別事項に関してのご意見

につきましては、基本理念を掲げる環境基本条例（案）の

条文に直接反映するのではなく、「軽井沢町の自然保護対

策要綱」等の改正も含め、今後策定予定の環境基本計画

（仮称）や個別計画等において、可能な限り、具体的目標、

指標を定め、具体的な施策の内容を検討していくことと

します。なお、ご指摘の内容については、関係部局・関係

機関とも共有し、今後の参考とさせていただきます。 

3・4 
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によるものではないでしょうか。ホテル建設などにより

貴重な自然が多く失われ 自然界のバランスが崩れ 益々

豪雨や台風による被害が増長されていると思われます。

また町の条例の網を上手くくぐり抜けた口実により自然

破壊を行う大企業の横暴にはとてもsustainableな計画

とは言い難い行為がみられます。 

昨夏には、私の所有する建物に隣接する森にて、倒木によ

る被害を未然に防ぐ為という理由で乱暴な森林伐採が町

への報告なく突然決行されました。 

企業からは建設計画予定のない土地の森林伐採は、町へ

の届け出の必要はなかったという言い訳を後から聞かさ

れましたが、ホームページには仮称としながらも明らか

にそこにホテルが建設される予定とわかる記載がありま

した。 

もしsustainableな計画を立て、自然を守り、倒木危惧を

優先しているのであれば、自然界のバランス崩壊を招く

ような乱暴な伐採の仕方は出来なかったのではないかと

思われます。 

樹齢数十年～百年近い大木たち何百本もが幅８ｍに渡り

選別されることなく全て伐採され、防風林を失った弱々

しいむしろ倒木寸前の木だけが森の８ｍ先に残され強風

時に揺れています。 

伐採すべき危険な木には赤いリボンをつけて選別される

ものと信じておりました隣接住人達にとりましては、こ

の自然に対する無配慮は驚愕以外の何ものでもありませ

ん。 

涼やかな風、鳥たちのさえずりが消え、癒しをくれたリス

の姿が見えなくなり、夏の強い日射しによりクーラーを

付けざるをえなくなりました。また同様にご近所にも日

射しによる気温上昇と共にクーラーの排気による暑さの

悪循環が起こりました。庭の草花や美しい苔が枯れてし

まったお宅もありました。テラス前の景色は１日にして
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無惨な残骸の景観に変貌しました。 

このような乱暴な自然破壊が しかもsustainableな自然

保護を謳う大企業により平然と行われる現状に接し、軽

井沢町環境課の更なるご尽力を願わずにはいられませ

ん。 

ぜひ自然保護条例の強化と共に より厳しい監督、きめ細

やかなご指導をお願い致します。 

55 第24条 

（監視等の体

制の整備） 

監視が、当事者である町ではなく第三者による客観的な

ものとなるよう、監視を行うのは誰か、その選任方法や独

立性を担保するための制度、監視の報告方法等について

も定めをおくことを希望します。 

・ご意見を踏まえ、今後策定予定の環境基本計画（仮称）

や個別計画等において、可能な限り、具体的目標、指標を

定め、具体的な施策の内容を検討していくこととします。 

3 

56 第２章 環境の

保全等に関す

る基本的施策 

第１節 施策

の基本方針等 

(施策の基本方

針等)/(環境基

本計画)  

多くの国や自治体、企業などで「持続可能な開発目標」(Ｓ

ＤＧｓ)への取り組みが活発化しています。そうした中、

環境基本計画の策定に際して「ＳＤＧｓの考え方を活か

した５つの戦略」を柱とした大阪市や、ＳＤＧｓの目標と

の関係性を明示した長野県や吹田市（大阪府）など、地方

自治体がＳＤＧｓに言及した様々な事例が見られます。

一方、下川町（北海道）や桐生市（群馬県）のように、Ｓ

ＤＧｓを条例化した事例も見られます。また、2018年に経

済協力開発機構のイニシアチブで発足した「ＳＤＧｓへ

の地域的アプローチ・プロジェクト」には、北九州市が「モ

デル都市」として参加しています。 

軽井沢町におきましても、環境基本条例、及び環境基本計

画の策定に際して、こうした先行事例を参考に、ＳＤＧｓ

を積極的に活用し推進していく姿勢を示していくことが

望まれます。 

・軽井沢町でも「持続可能な開発目標」（ＳＤＧｓ）に取

り組んでおりますが、いただいたご意見を踏まえ、今後策

定予定の環境基本計画（仮称）や個別計画等においても、

ＳＤＧｓを積極的に活用し推進していく姿勢を示してい

くこととします。 

 

3 

57 その他 

 

条例全般につ

いて 

概念的で、具体性に欠けています。この条例で本当に環境

が保全できるのでしょうか。 

・環境基本条例（案）は軽井沢町の未来に貢献するための

基本の理念条例と捉えており、具体的な施策の内容等は、

今後策定予定の環境基本計画（仮称）や個別計画等におい

て、定義、検討していくこととします。 

5・3 

58 その他 

 

環境基本条例の制定に際してのパブコメ募集に感謝いた

します。 

 

 

5 
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全体的に。およ

び、20条につい

て。 

私自身は子どもの進学を機に昨年の３月に転居してきた

ばかりの者ではありますが、豊かな自然と動植物の多様

性の保存を目指す自治体としての姿勢に、心からこの町

の住民になれたことを喜んでおります。また、いち軽井沢

住民としてより良い町の醸成に協力したいと願っている

身としては、こうして広く意見を聞いてくださる機会を

いただきとても嬉しく思っております。 

さて、現段階では(案)ということで、方向性を決める段階

のものと思いますが、非常に抽象的でモヤっとしている

というのが正直な感想です。 

わが家の４歳児に説明を試みましたが、ところどころ読

み込みに苦労いたしました。特に「環境」ということばに

ついて、軽井沢が重視しているのは「自然環境」なのか、

「(別荘所有者/町民の)居住環境」なのか「(ＣＯ２排出問

題などの)地球環境」なのか不明瞭です。 

自然環境と社会経済活動、別荘所有者・町民の居住環境の

いずれもが重要であることに異議はありません。が、現在

の軽井沢町が世界的な保養地として成り立つベースとし

て豊かな自然環境があること、また、現状と世界的な潮流

を鑑みるならば、軽井沢町が自然環境を重視しているこ

と、その上で継続可能な社会経済活動や豊かな居住環境

を保持するために努力することを明示することが必要で

はないかと考えます。 

また、現段階の条例案には子どもへの視点が弱いように

感じています。軽井沢町が考える「未来」とはなんなのか、

20条に環境教育・学習の振興等の項目がありますが、これ

は10条にも掲示すべき重要事項ではないかと思っていま

す。長野県内では豊かな森林資源を活かした森林教育が

盛んな自治体もあります。未来の軽井沢を担う可能性の

ある子どもたちへ、軽井沢町でも豊かな森林を守る当事

者としての豊かな森林を活かした環境教育の導入を願い

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

・ご指摘の「抽象的でモヤっとしている」等につきまして、

環境基本条例（案）は軽井沢町の未来に貢献するための基

本の理念条例と捉えており、具体的な施策の内容等は、今

後策定予定の環境基本計画（仮称）や個別計画等におい

て、可能な限り、具体的目標、指標を定め、具体的な施策

の内容を検討していくこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ご意見を踏まえ、第20条（環境教育、環境学習の振興）

に、第２項として以下の条文を追加しました。 

２ 町は、特に児童生徒の環境の保全等に関する学習の

推進を図るものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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さらに、世界的な保養地でもあり首都圏からのアクセス

もしやすい軽井沢町では、「来訪者」の位置付けも重要で

す。ただ滞在やアウトレットショッピングを楽しむだけ

の消費者として迎えるのではなく、軽井沢町の自然環境

に関与する存在として考えることは難しいことでしょう

か。20条とも関連しますが、なぜ軽井沢の自然環境が豊か

であるのか、それを守るためにどんな努力をしていて(す

るべきで)、それがどんな未来に繋がって行くのか、年間

840万人もの来訪者を受け入れる軽井沢町だからこそ、ま

た、エコツーリズムという新たなマーケットおよび役割

という意味でも、軽井沢町が表明し担うべき役割がある

と思います。 

最後になりますが、条例案を拝見しての４歳児のパブコ

メも添付させてください。「キツツキさんのおうちをつく

る木がなくなっちゃうとキツツキさんが困るし、どんぐ

りが減るとリスさんのごはんがなくなっちゃうから、木

をあまり切らないでください。子どもたちの意見も聞い

てください」とのことです。わが家は鶴溜の別荘区画にあ

るのですが、周囲で土地の売り出し、別荘建築時に森林が

バッサリと切られハゲ土地になっているのをよく目にし

ます。軽井沢に移り住んで、動植物の多様性に心を踊らせ

ると同時に、森林が開拓されることに心を痛めている娘

の様子を見て、私も建築時に少なからず伐採を行った者

として非常に心苦しく思い、であるからこそ軽井沢の自

然の恵みを享受する我々が「軽井沢の豊かな自然環境」を

守る一員であることを自覚することは大切かと思いま

す。 

長々と失礼いたしました！！ 

軽井沢の豊かな自然環境を未来の子どもたちへ受け継ぐ

ための、私たち町民が誇れるような環境基本条例が生ま

れることを期待しております！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・伐採や開発規制等に関する個別事項に関してのご意見

につきましては、基本理念を掲げる環境基本条例（案）の

条文に直接反映するのではなく、「軽井沢町の自然保護対

策要綱」等の改正も含め、今後策定予定の環境基本計画

（仮称）や個別計画等において、可能な限り、具体的目標、

指標を定め、具体的な施策の内容を検討していくことと

します。なお、ご指摘の内容については、関係部局・関係

機関とも共有し、今後の参考とさせていただきます。 

・４歳のお子様からの貴重なご意見もありがとうござい

ました。今後策定予定の環境基本計画（仮称）においては、

未来を担う子供達にも広く意見を伺えるよう工夫をして

いきたいと考えております。 
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前文 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３条 

（基本理念） 

 第４項 

 

 

 

 

その他 

 

全体 

て、この度の環境基本条例の制定に向けてご尽力いただ

いている関係者の皆様に感謝申し上げるとともに、積極

的に協力したい意を表すべく、些細なことばかりで恐縮

ではございますが、条例案を拝見しての感想を述べさせ

ていただきます。 

1.前文 

「雄大な浅間山のふところに抱かれ、深い緑と涼しい風、

美しい水の流れに恵まれた私たちのまち・・・」の箇所に

“多様な野生動物“を追加してはいかがでしょうか？さ

る・くまを始めとした多様な野生動物が多く生息してお

り、それらも自然環境の欠かせない要素であり、軽井沢に

おける共生を目指す取り組みが特徴的だと思われるため

です。 

「抑制の効いたライフスタイルが求められます。」とあり

ますが、“抑制の効いた“を何かポジティブな表現に言い

換えられないものかと感じました。 

2.第3条 

「4 地球環境の保全は、私たちの日々の生活が地球環境

に密接に関わっていることに鑑み、…」の一文ですが、地

球環境の保全は現在及び未来の地球環境に影響を及ぼす

こと、世代や地域の枠を超えた連携・協力のもと取り組む

べきことであることを盛りこんではどうだろうかと思い

ました。 

3. 全体 

全ての町民の協力が必要なことは言うまでもありません

が、持続的な環境保全の取り組みにおいて、特に未来を担

う子供達や軽井沢町を大きな割合で構成する別荘所有者

及び一時滞在者の方々のご協力は不可欠であると考えま

す。よって、子供達及び滞在者の環境保全意識の高まりを

促進するため、例えば本条例の愛称を児童生徒を中心に

募る、わかりやすい文章で要点が書かれた簡易版を用意

する等、何らかの広告手段をうってはどうだろうかと考

 

 

 

 

 

・ご意見を踏まえ、前文中１行目の「深い緑と涼しい風、

美しい水の流れ」の次に「、多様な野生の動植物」の条文

を追加しました。 

 

 

 

 

 

・「抑制の効いた」に代わる、適した他の「ポジティブな

表現」というものが考え付かないため、条文の修正はしな

いこととします。 

・ご意見を踏まえ、第３条（基本理念）第４項中の「私た

ちの日々の生活が」の次に「現在及び未来の」の条文を追

加し、また、「事業活動において」の次に「世代や地域の

枠を超えた連携及び協働のもと、地球環境への負荷を与

えないことを意識して」の条文を追加しました。 

 

 

・今後策定予定の環境基本計画（仮称）においては、未来

を担う子供達にも広く意見を伺えるよう工夫をしていき

たいと考えております。また、「簡易版」を用意する等の

周知に関しましても今後の参考とさせていただきます。 
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えます。 

 


