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平成２６年度 第３回佐賀市環境審議会 議事概要 

 

 
日時：平成２７年２月１９日（木） １３：３０～１５：４６ 

場所：佐賀市清掃工場（エコプラザ）２階 会議室  

 

 

   

１ 開 会 

 

 

２ 議 題 
（１） 佐賀市環境マネジメントシステムの運用状況について【環境政策課】資料１ 

平成 26年度上半期の運用状況・実績等について環境政策課から説明し、質疑応答を行

った。 

 

【質疑等】 

 

【質疑】資料 P1下表にある経済部の重点目標の報告で、重点目標に対する実績は何％であっ

たのか、また、何㎡の植樹を実施したのかといった内容を、カッコ書きでも書いて

いただいたほうが分かりやすい。  

【回答】バルーンフェスタは下半期の実施であるため、上半期については啓発活動を行って

いる。また、植樹についても、例年 1月頃に実施をしているので、年間の実績では

掲載していきたい。 

 

【質疑】重点目標の達成状況を ABCで評価されているが、この評価に対して未達成の場合は

その後の対応はどのようにしているのか。 

【回答】環境マネジメントシステムは PDCAサイクルで取り組んでおり、今回未達成の分につ

いては、年度内で達成できるようにどうするべきか検討し報告するようにしている。 

【質疑】未達成があれば改善計画書を出すということか。 

【回答】未達成の項目については、部門からの報告書の中で、原因分析、改善方針を書いて

もらっている。 

 

【質疑】A重油の使用量について環境部の削減については説明されたが、増加している部門

についてはどういった要因か。ここが削減できればもっと減らせたのではないか。 

【回答】A重油のグラフで増加しているのは三瀬支所で「やまびこの湯」で使用した分が増

えている。 

【意見】今年度の実績値が通常で、たまたま 25年度が少なかったのかもしれない。三瀬支所

が 25年度と同量であれば随分削減が出来たのかという気がした。 

【質疑】やまびこの湯の A重油使用量が増えたのは施設利用者が増えたのか。 

【回答】施設利用者は 25年度と同程度であるが、今年度は日照時間が少なかったため、タン

クに貯留している温泉水の加温の必要が増加した。このため A重油使用量が増加し

た。 

 

【質疑】佐賀市環境マネジメントシステムの対象はどこか。 

【回答】対象は佐賀市役所である。 

 

【意見】これまで市役所関連をずっと議論してきて、もう市役所はかなりノウハウを蓄積し

てきていると思うので、今後は佐賀市の大きな企業などへそれらを展開していくべ
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き。また、これらのデータについても、その佐賀市全体としてどう減っていったの

かというようなところに進めていってもらいたいと思う。そうすればこのマネジメ

ントシステムがより有効利用できると思う。 

【回答】佐賀市は市内で大きい部類の事業所であるため、まずは市が率先して環境に優しい

取り組みをする必要があるということでマネジメントシステムを実施している。こ

れを市内の事業者さんにも同じように取り組んで行っていただくため、例えばエコ

アクション 21の認証取得に対し市で助成を行っている。こういったものも含めて事

業者に広げていくということを、色々とアイデアを考えながら取り組んでいきたい

と考えている。 

 

【意見】パーク＆ライドの取り組みについて主にバルーンフェスタが書いてあるが、他の取

り組みもできるのではないかと考えている。大和支所と諸富支所の駐車場に車を置

き、乗り換えられるというような話があったので見に行った。諸富支所は、バス停

が近くて乗り換えが簡単だと思ったが、大和支所はバス停が近くにない。大和支所

の駐車場は非常に多くの台数を置けると思うので、市役所だけではなくて周りの JA

や会社等と一緒になって取り組めば、バスを新たに出すといったことができるので

はないか。 

【回答】ありがとうございます。今後参考にさせていただきたい。 

 

【意見】全体を見ての意見。質疑の中で、佐賀市のマネジメントシステムの取組みを他に還

元しないといけないというご指摘があったが、それは佐賀大学も同じことである。

資料 P3のグラフにあるとおり佐賀市の CO2排出量は 13,524ｔ、これに対し、佐賀

大学 21,000ｔである。よって佐賀大学の方が、佐賀市より大きな会社であると言え

る。また、佐賀市の対象者（職員、嘱託職員、日々雇用職員）は約 3000人というこ

とですが、佐賀大学は学生、病院の入院患者さん等含めると約 10,000人である。佐

賀市は約 23万都市であり、このうち 10,000人ということであるから、佐賀大学も

佐賀市に負けないように、きちんと実施していく必要がある。 

 

 

３ 報 告 

（１） 佐賀市環境基本計画について【環境政策課】               資料２ 

  変更スケジュール案と変更に至った経緯について説明した。 

 

【質疑等なし】 

 

（２） 佐賀市一般廃棄物処理基本計画【概要版】について【循環型社会推進課】資料３ 

  佐賀市一般廃棄物処理基本計画の概要を説明し、質疑応答を行った。 

 

【質疑等】 

 

【質疑】資料 P4の表にあるとおり、事業系ごみが増加しているということであったが、増加

の要因は何か。事業所数が増加したのか、何か一定のごみ（紙など）が増加したの

か。 

【回答】事業系ごみのうち約 65％が生ごみであり、この生ごみ排出量が増加している。紙ご

みについては、分別し、古紙回収業者に持ち込めば処理費用は掛からないこともあ

り分別に取り組まれている事業所は多い。一方で、生ごみはリサイクルできるシス

テムがまだ確立されていないため、そのまま排出されている。このため、生ごみの

排出量が増加していると考える。 

 

【質疑】飲食店が増えたという解釈はできるか。 
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【回答】飲食店の数が増えたというよりも、景気が持ち直したことにより、飲食店の利用者

数が増え、その食べ残し分が増えたのではないかと考えている。 

 

【意見】資料 P15の「1人 1日あたりごみ排出量【県庁所在地】」の表を見ると奈良市や松

山市、広島市といった市は 1日あたり 800ｇ程度の排出量であり、佐賀市と比較す

ると 2割も排出量が少ない。どこが違うのか、是非先進地の情報収集をしてもらい

たい。地域性や人口密度、気候条件、産業構造等、様々な条件は異なっていると思

うが、佐賀市でも取り組めることがあると思うので、それらを調査し、審議会にお

いて紹介してもらいたい。現状のままでは、ごみ排出量の削減は難しいと思われる。

何かひと工夫が必要。 

【回答】ごみ排出量のうち事業系ごみ排出量が多く、中でも生ごみが一番多いため、これが

ターゲットになると考えている。一般廃棄物処理基本計画の詳細版には、事業系ご

み減量の取り組みについて詳しく記載している。事業系ごみは、許可業者が店に収

集に行くため、事業系ごみの現状を一番把握されているのは、許可業者である。そ

こで、許可業者からの情報収集やヒアリングなどを通して、一緒になって考えるこ

とも必要であると考えている。先進地を調べて、それが佐賀市でも実施できるか検

討していきたい。     

    また、もう 1つ効果的な手法であるが、どうするべきか 10年間のうちに考えるべき

ものとして事業系ごみの搬入手数料の問題がある。佐賀市の手数料はほかに比べ安

い。家庭系ごみが減少した要因として、指定袋の有料化がある。10年で 15％の削減

目標を掲げているが、前半はソフト面で取り組み、後半はもしかしたら事業者の負

担をお願いする必要も出てくるのかもしれないと考えている。 

【回答】先進地の事例について。事業系ごみが非常に少ない（資料 P15）松山市に問い合わ

せたところ、いくつか理由が明らかになった。1つは、松山市内に事業系食品残さ

を受け入れる食品リサイクル会社があり、年間 3,000ｔの生ごみが受け入れられて

いること。ほかには、直接搬入手数料が 1kgあたり 15円であること。佐賀市は 1kg

あたり 6円と安く、県内では 3番目、九州の県庁所在地では 2番目に安い。安いと

分別するメリットをあまり感じられなくなり、リサイクル率等に影響していると考

える。また、松山市は産業廃棄物を一切受け入れていないということもある。佐賀

市の場合は、一般廃棄物の処理に支障をきたさない範囲で産業廃棄物も受け入れて

いる。具体的には、佐賀市は事業活動で生じる金属、ガラスくず、陶磁器といった

ものを、受け入れているが、松山市は受け入れていない。これらの理由で、松山市

は事業系ごみが非常に少ないと思われる。 

    また、ほかの市も調査したところ、排出業者の不適正搬入物（プラスチック、ビニ

ール）に対する指導が非常に徹底されていた。こういった先進地の取り組みを参考

にし、ごみ減量を推進していきたい。 

 

【質疑】バイオマス産業都市構想の下水浄化センターエネルギー創出事業のなかに、事業系

バイオマスを入れることで、ごみを減らしてエネルギーに変換するような話があっ

たと思うが、下水浄化センターの処理能力と移行目標、どういった計画、構想を持

っているのか。 

【回答】下水浄化センターで処理する生活排水の部分は一般廃棄物処理基本計画の対象外で

ある。基本計画では、資料 P8に記載している「バイオマスの有効利用の推進」は、

例えば今取り組んでいる廃食用油の活用や、資料 P10に記載している「清掃工場か

ら排出される二酸化炭素の農業等への利用研究」などを考えている。 

【回答】バイオマス産業都市の資料（資料５）にある「下水浄化センターエネルギー創出事

業」では、下水汚泥の肥料化ならびに肥料化をする際に発生するメタンガスを活用

した発電、電力受給を目指している。また、事業所から出た食品残さを下水汚泥に

混合する取り組みは、混合することでガス発生量を増やそうとする取り組みなので、

直接的にごみが減る事業ではない。 
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【質疑】そのごみ（事業系の食品残さ）を投入するにあたっては、どのくらいの受け入れ容

量があるのか。また、その他の事業系のごみも入れていくという方針なのか、拡張

という考えもあるのか。具体的な方向性についてお尋ねしたい。 

【回答】事業所から出る食品残さの受け入れ予定量は、最大で 14,600ｔを考えている。 

【回答】社会の構造が節水型に変わって、既存の下水道施設にはいくらか余裕が生じている。

この状況を踏まえて、現在、国と一緒になって上下水道の余裕率をもう一度見直そ

うという計画がある。見直しのなかで十分に余裕があるとされた部分を有効活用し

て、エネルギーの創出をしていくことが重要だと考えている。 

【質疑】それを実施すると、事業系ごみの 65％を占める生ごみは、どのくらい削減できる見

込みなのか。  

【回答】今、下水浄化センターで取り組んでいる事業系の食品残さを混合する取り組みには、

事業系の一般廃棄物は含まれていない。産業廃棄物という扱いになる。このため、

下水浄化センターにおける研究が進んだとしても、この事業系ごみの減少につなが

るものではない。 

【質疑】事業系の一般廃棄物を対象としない理由は技術的なものか、容量の問題か。将来的

にそれを受け入れていくのか。 

【回答】将来的に、バイオマス産業都市に向けた下水浄化センターの取り組みの中に事業系

の一般廃棄物を入れるという計画はない。 

 

【意見】生活排水についてのお願い。公共下水道の施設は高いお金を掛けて完備されている

が、10年近くたった地域でもいまだに下水道に接続していないところが多くある。

接続していないところは、合併浄化槽や汲み取り式などをまだやっている。農業用

水利用をしているところもあるので、そこに家庭からの汚水が流れ込むのはあまり

良くない。下水道が完備されている区域は、費用の問題もあると思うが、早く下水

道に繋ぎこむようなお願いを機会あるごとにしていただけたらと思う。 

【回答】今お話いただいたとおり、公共下水道の供用区域内では、接続していないところが

あると、下水道施設の維持管理と、し尿汲み取りとに掛かる費用で、実は二重投資

をやっているということになる。下水道法 10条の中で、供用を開始した区域内にお

いては遅滞なく接続をしなければならないと定められているので、接続をしないこ

とは法に抵触している。このため、上下水道局が各戸回りながら、接続をお願いし

ている。ただ下水道を接続するための施設を整備するためには経済的負担がかかる

ため、もう一歩厳しく指導できない部分があるというのも現実であるが、努力して

いるところである。 

 

【質疑】環境教育についてお尋ね。先日、佐賀市環境保健推進大会の中で行われた子ども環

境活動発表会を見て、小中学生が環境保全のために一所懸命取り組み、環境教育が

行き届いていることが分かった。高校生や大学生においては、どういった環境教育

がされているか、大学の先生もいらっしゃるので教えていただきたい。 

【回答】ごみ減量における高校生の取り組みについて説明させていただくと、資料 P8にある

とおり「高校生エコチャレンジ」を市内の全高校に声を掛け、実施している。高校

生が家に帰ってどのような紙ごみの減量を実践しているか記録してもらうという取

り組みで、特に積極的に取り組んでいただいた学校は表彰している。今年について

は「高志館高等学校」「佐賀商業高等学校」「北陵高等学校」の 3校を環境フェス

ティバルの中で表彰した。 

【質疑】なぜ高校生、大学生について尋ねたかというと、高校生、大学生はやがて親元を離

れて、一人暮らしをする。そこで本当にごみ対策などができるのか少し心配してい

るからである。若い人がタバコの吸殻などポイ捨てしているので、よく拾っている。

高校生や大学生にもう少し環境教育をして、さきの大人に繋げてほしい。 

【回答】大学のほうでは、喫煙場所を決めており、学生は必ずそこで吸ってもらうこととし

ている。歩きタバコに関しては職員が注意するというかたちで、目に付くところは

教育をしている。また、佐賀環境フォーラムというものもある。 
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【回答】佐賀環境フォーラムは、佐賀市と佐賀大学が連携して実施をしている環境教育であ

る。様々な環境分野で活躍されている方を講師として招き、12回の講義を市民と大

学生が一緒になって受講している。また、ワークショップ形式で学生と市民が一緒

になって環境についてテーマを決めて学んだり、インターンシップ型のワークショ

ップでは、環境活動をおこなう NPO等に学生等を受け入れてもらい、学生がその活

動の中に入りながら環境のことを学んだりしている。最近、一般市民の参加者が低

調になってきているので、多くの方に参加していただくような手法を考えていきた

い。 

【回答】追加で、1つ紹介させていただきたい。佐賀市は学校版 ISOという取り組みを推進

しており、今現在、市内の全小中学校（53校）が取り組んでいる。昨年、この取り

組みが評価され、環境教育部門において環境大臣賞を受賞した。各県、学校版 ISO

に取り組んでいる小・中学校はあるが、佐賀市内のように全校合わせて一斉に取り

組んでいる例が他にないということが評価されている。非常に栄誉ある賞を受賞し

たので紹介させていただいた。 

【回答】大学生の環境教育について。タバコのポイ捨ての話があったが、そういったどちら

かというとマナーに近い部分については、全新入生に対して大学入門科目（必修）

の中で、1・2 コマを必ず使って、環境に対する初歩的な配慮について指導している。

ごみ分別であったり、学生に任せている講義室の照明の消灯、冷房暖房の入・切、

温度のコントロールであったり、こういったことをきちんとするように指導してい

る。 

 

【質疑】ごみの計算の仕方についてだが、ペットボトルのようにリサイクルできるものにつ

いても、ごみとして換算されているのか。 

【回答】リサイクルできるものについても、ごみ量として換算するように決められているた

め、入っている。 

【質疑】リサイクルできるものも含まれているのであれば、リユースとかリサイクルしても

ごみ減量にはならないのではないか。 

【回答】リサイクルについては、ごみとして排出されてしまうと、ごみの減量にはならない

が、リユースについては排出される前に何らかのかたちで使っていただくというこ

とであるので、ごみ減量につながる。 

 

【質疑】廃家電や車両は、発展途上国に渡されていると思うが、こういった世界的なリユー

スをする考えはないか。 

【回答】佐賀市の一般処理廃棄物処理計画の中では反映していない。国の法律や規制の中で

はあるかもしれないが、現在佐賀市が考えているのは、資料 P6の「基本理念」「市

民・事業所・行政の 3者協働によるごみゼロをめざした循環型社会の実現」であり

「地域循環システムの確立」である。これは、まず「家庭から出たごみは家庭で処

理しましょう」といったように 3Rの推進をすることでごみの発生抑制をする。次に、

たまたまごみになったものは、清掃工場まで持ち込まず、地域で何らかの再使用を

する。最後に、たまたま清掃工場に集まったごみは、できるだけ近くで再生利用す

ることで循環をさせようという考え。生活、地域、行政区域といったように自分た

ちの中でごみを減らして排出量抑制と再使用しようという方針のもと取り組んでい

く。 

 

【質疑】佐賀大学は事業系一般廃棄物ということで年間約 300ｔ（佐賀市の年間排出量が約

30,000ｔなので約 1％）を佐賀市に出している。年度初めに削減計画を出している

と思うが、その際、年間何％減らさないといけないという指示は出ているか。 

【回答】佐賀市では年間 36ｔ以上の事業系一般廃棄物を出す事業者を多量排出事業者として、

ごみ減量計画書を毎年出していただくようにしているが、目標の数値は特別設けて

はいない。事業所訪問をする中で減量について指導を行っている。 
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【質疑】佐賀大学の排出削減目標は現状維持としているが、資料を見て、佐賀大学も 10年間

で 15％減という目標を立てないといけないと考える。佐賀市としてどの事業者が年

間どれだけ事業系一般廃棄物を排出したというデータはあるのか。 

【回答】毎年 5月末に許可業者を通して書類の提出を義務づけているので、数値は把握して

いる。 

 

【質疑】その数値をまっすぐ事業所に返していただくと、排出量削減の意識向上につながる

と思う。また、プラスチックなどの不適正搬入物の混入についても、佐賀市から直

接言われることで改善しようという意識が高まる。もし手間でなければ削減計画を

出している事業所に、年度の終わりに、実際の排出量がどうであったかなどを直接

出してもらいたい。 

【回答】今年度は 72事業所が多量事業者となっているが、そのうちの 30～40社は事業所訪

問し、その中で事業所の計画書の写しをもって、目標値などの数値をご覧いただき

ながら、減量の推進をお願いしている。ご提案いただいたとおり、年度末に数値を

出すことができれば、実際の排出量の通知などをしていきたい。 

 

【質疑】前の審議会でも話していたが、ごみの表記について 1つ提案したい。大学の中では

「可燃物」という表現があり、自宅では「燃えるごみ」という表現がある。そうな

ると、学生にとって、家ではプラスチックも一緒に「燃えるごみ」に入れるのに、

大学ではどうして分けるのか、両方燃えるのに何故だということになる。そこで

「燃えるごみ」ではなく「燃やすごみ」という表現にしたらどうかと考えている。

そうすると家や大学、仕事場でも燃やすか燃やさないかは判断しなければならない

ものという意識になる。「燃やすごみ」という表示にしたほうが、みんなの理解が

深まるのではないかと思う。 

【回答】提案いただいた「燃やすごみ」への名称変更について、分別を徹底するうえで非常

に効果的かと思う。県内 10市の呼び名を調べたところ、佐賀市を含めて 8市が「燃

えるごみ」、鳥栖市と嬉野市が「燃やせるごみ」という表記であった。九州の県庁

所在地や、その他主要都市を調べたところ「燃やすごみ」という言い方しているの

は熊本市と延岡市であった。また関東のほうは「燃やすごみ」という表記が多かっ

た。確かに、紙類や布類といったように、燃えるけども分別して資源ごみとしてい

るものもあるので、提案いただいた「燃やすごみ」への変更は非常に良いと思う。

ただ、ごみの指定袋の料金を設定している条例の中で「燃えるごみ」という表記を

しているため、変更には条例改正、議会への説明が必要となってくる。環境審議会

で審議していただいたり、自治会長さんなどの意見をお伺いしたりしながら検討し

ていきたい。 

 

【質疑】それでは、本審議会の意見として「燃やすごみ」という名前のほうがよいのではな

いかと意見はどうか。 

【回答】確かに本基本計画では「燃えるごみ」「燃えないごみ」といったように条例の言葉

で規定させていただいた。しかしながら今お話を伺う中で、市報等で広報する際の

キャッチフレーズに「燃えるごみイコール燃やすごみではないよ」といったような

使い方ができるのではないかと考えた。そういったかたちでも「燃やすごみ」とい

う言葉を使用させていただい。 

 

【質疑】「燃やすごみ」への名称変更については、パブリックコメントとして意見を提出し

たらよいと考え、佐賀市のホームページを開いたが、どこに書いてよいか分からな

かった。どこにあるか。 

【回答】佐賀市ホームページ「市民生活情報」のなかにあるパブリックコメントという項目

を選択していただき、そこから何度か項目を選択していただくと佐賀市一般廃棄物

処理基本計画（案）のページが表示される。そこに概要版や詳細版、意見書の様式

等を掲載している。ホームページだけではなく市報 2月 1日号にも掲載しているの

で、参考にしていただきたい。 
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    ※本基本計画のパブリックコメント募集期間は平成 27年 2月 1日～3月 2日で、現

在終了している。 
 

 

 

（３）その他 

 ●東よか干潟のラムサール条約登録について【環境政策課】    資料４  
≪説明概要≫  

・環境省と佐賀市が連携して、東よか干潟のラムサール条約登録を推進。 

・今年 6月にウルグアイで開催される第 12回ラムサール条約締約国会議（COP12）にお

いて、条約登録が実現する見込み。 

・登録が実現すると、干潟の保全・再生のきっかけになることが期待できるほか、環境

学習への活用、観光などへの活用とった可能性が高まる。 

 

【質疑等】 

 

【質疑】ラムサール条約の指定する地域について、佐賀空港が近くにあるが、空港の利用状

況の違いによって何か影響はあるのか。 

 

【回答】空港が近くにあることで特段条約への影響はない。湿地自体がどういうものか、ど

ういう生物が生息しているといった点が重要となってくる。 

 

【質疑】指定する地域に、佐賀空港は入っているのか。 

 

【回答】佐賀空港の先にある干潟は今回の登録範囲には入っていない。 

 
 
 

 

●バイオマス産業都市について【バイオマス産業都市推進課】    資料５ 
≪説明概要≫ 

   ・平成 26年度バイオマス産業都市の募集に応募し、平成 26年 11月 10日にバイオマス

産業都市に選定された。 

・「バイオマス産業都市さが」が目指す将来像を「『昔に帰る未来型』環境都市」とし

ていたが、バイオマス産業都市選定委員会から分かりづらいという指摘があり、目指

す将来像は「廃棄物であったものがエネルギー及び資源として価値を生み出しながら

循環するまち」であるといった、より具体的な説明を行うことにより選定を受けるこ

とができた。 

 

【質疑なし】 

 

 

４ 閉 会 

 

 


