
 

はじめに 
 

佐賀市は、北部に脊振・天山山系のみどりあふれる山間地、南部には希少な生物の

宝庫である有明海、そして、南北を貫く嘉瀬川水系と多くのクリークが張り巡らされ

た田園地帯という多様性に富んだ豊かな自然に恵まれています。 

本市では、平成 20 年 3 月に佐賀市環境基本計画を策定し、本市の環境の保全に努

めてきました。 

それから 7 年半が経過し、地球温暖化をはじめとして、東日本大震災発生以降のエ

ネルギー問題、大気や水の環境汚染、自然破壊による生物種の絶滅、ごみ問題、身近

な生活環境問題など、私たちを取り巻く環境情勢はより多様で深刻なものとなってい

ます。その一方で、環境都市宣言の実施、バイオマス産業都市への選定、東よか干潟

のラムサール条約湿地登録など、これからの本市の環境保全の可能性が大きく広がる

ような取り組みを進めてきました。 

こうした状況を踏まえて、私たちは自らの暮らし方を振り返り、先人が残してくれ

た本市の美しい環境を未来のこどもたちへ引き継いでいくために、何をすべきかとい

うことを今一度考える必要があるのではないでしょうか。 

平成 27 年 3 月に策定した第 2 次佐賀市総合計画では、10 年後の本市の目指す将

来像として“豊かな自然とこどもの笑顔が輝くまち さが”を掲げ、恵まれた自然環

境の中でこどもが健やかに成長し、その笑顔が広がっていく魅力的なまちを目指して

います。 

この将来像を環境の面から実現するための指針として、第 2 次佐賀市環境基本計画

を策定し、10 年後の環境将来像を“守り、育み、未来をつくる トンボ飛び交うま

ち さが”と定めました。 

環境将来像の実現のためには、行政はもちろん、市民、地域や NPO 等の団体、事

業者等が連携し、自主的、積極的に環境問題へ取り組むことが必要です。今後とも、

皆様と手を取り合いながら、環境保全の取り組みを進めてまいりたいと考えておりま

す。 

最後になりましたが、本計画の策定に当たりまして、環境審議会委員の皆様には熱

心にご審議いただき、また、市民並びに市議会の皆様をはじめ、多くの方々からご意

見やご助言をいただきましたことに、心から感謝申し上げます。 
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 この恵まれた自然の中で、わたしたちの先人は、棚田を開き、クリークをめぐらし、

漁に励んで、毎日を懸命に生きてきました。それは自然の恩恵を受けながら、同時に

自然を守る生活でした。 

 ところが今、地球は温暖化をはじめ、大気や水の汚染など、生きものの生存が脅か

される事態になっています。もはや環境破壊はひとごとではありません。 

 わたしたちは、一人ひとりが環境に対する責任を自覚し、この豊かな自然を守り、

育て、未来の子どもたちに伝えていくことをここに宣言します。 

 

１ わたしたちは、環境について真剣に学習します。 

１ わたしたちは、未来の子どもたちのために今できることを考え、話し合います。 

１ わたしたちは、身近な環境も地球の環境も、ともに守るよう努めます。 

１ わたしたちは、世代や立場を超え、すべての人とともに行動します。 

 

平成２２年２月１３日    佐 賀 市  
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