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第１節 環境施策の体系 

 

佐賀市環境基本条例の基本理念及び国の第四次環境基本計画等に基づき、本市の

環境将来像『守り、育み、未来をつくる トンボ飛び交うまち さが』を実現する 
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ために、次の 4 つの基本目標を設定します。なお、4 つの目標の全てに関わり、

計画推進のための手段となる基本目標横断プロジェクトとして、バイオマス産業都

市の構築及び環境教育の推進を位置付けます。 
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第２節 環境施策の展開 

【基本目標１】 地球温暖化を防止するまち 

 

 現状と課題 
市民・事業者の地球温暖化防止活動を推進するため、2010 年（平成 22 年）3

月に佐賀市地球温暖化対策地域推進計画を策定し、市民、NPO、事業者、行政な

どの協働により、温暖化防止に向けた様々な取り組みを進めてきました。 

市民や事業者の環境配慮意識は高い水準を維持しており、日常の生活や事業活動

において省エネルギー行動にも積極的に取り組んでいることが、アンケート結果か

らもうかがえます。また、地球温暖化の原因の一つとされる化石燃料の消費を抑え

る手段として、再生可能エネルギーの普及も進んでおり、特に本市は太陽光発電の

導入が盛んに行われています。 

地球温暖化は年々進行しており、今後も地球温暖化の防止に向けた取り組みを市

民、事業者が継続して行うことが求められます。また、地域の特性に合った再生可

能エネルギーの普及、低炭素社会の構築に向けた新しい技術の開発や導入に対して

積極的に取り組むことも必要となってきます。 

 

 めざす姿（成果目標） 

 
 

 

 成果指標と目標値 

数 値 目 標 
2013 年度 

基準値 

2019 年度 

目 標 

2024 年度 

目 標 

省エネ等の環境問題を意識し、 

取り組んでいる市民の割合 
78.8 ％ 82.0 ％ 85.0 ％ 

市域内における電力使用量※ 

（2013 年度比） 
100 ％ 98.2 ％ 95.6 ％ 

※電力会社の排出係数に左右される温室効果ガス排出量では、省エネルギー行動等の取り組みの効果が見

えづらいことから、市民や事業者等の努力の成果が反映されやすい指標として電力使用量を設定してい

る。 

 

市民や事業者、市民活動団体は、環境・エネルギー問題を意識し、温室効

果ガスの排出削減に取り組んでいる。 
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【環境項目 1-1】 地球温暖化防止対策の推進 

 取組方針 
地球温暖化は世界共通の問題であるとともに、将来の世代にも深刻な影響を及ぼ

す問題です。本市では、2010 年（平成 22 年）に佐賀市環境都市宣言を行い、

市民一人ひとりが環境に対する責任を自覚し、環境保全に取り組む姿勢を示してい

ます。市民や地域の団体、事業者等に対して、省エネルギーなどの環境負荷を減ら

すことができる取り組みを積極的に推進し、地球温暖化防止への貢献をめざします。 

 

 具体的な取組施策 

(1)市民・事業者の地球温暖化防止行動の推進 

①市民・事業者の環境配慮行動の啓発 

市民や事業所の方が取り組むことができる“環境にやさしい行動”をまとめた

佐賀市環境行動指針を普及啓発に活用することにより、地球温暖化防止へ向けた

具体的な行動につなげます。また、市民・事業者の環境配慮行動への取り組み意

欲の維持・向上を図るために、効果的な施策を検討していきます。 

【関係課：環境政策課】 

 

②環境マネジメントシステム等の普及促進 

ISO14001 やエコアクション 21（EA21）な

どの事業所向けの環境マネジメントシステム等の

導入を支援します。 

【関係課：環境政策課】 

 

③地産地消の推進 

本市で作られた農産物に「うまさがマーク」を付けて消費を促す「ファームマ

イレージ運動」、学校給食への地元産品の利用、公共工事での地元産材の活用等

を積極的に展開し、地産地消の取り組みを支援します。 

【関係課：農業振興課、森林整備課、健康づくり課】 

 

④市役所自身の地球温暖化防止率先行動の推進 

 (ⅰ)職員一人ひとりの地球温暖化対策の推進 

地球温暖化対策実行計画（事務事業編）を策定し、市役所自身の事務・事業

に伴って発生する温室効果ガスの排出削減に努めます。 

【関係課：環境政策課】 

 

 (ⅱ)公共交通機関の環境負荷低減 

市営バスにおいて、一部車両の燃料を軽油からバイオディーゼル燃料に切り

 

EA21 セミナー 



第２次佐賀市環境基本計画 
 

48 

替えたり、アイドリングストップバスを計画的・継続的に導入するなどの対策

を進め、また、デジタルタコグラフ等を活用したエコドライブにも取り組むこ

とで、環境負荷を軽減します。 

【関係課：交通局】 

 

 (ⅲ)物品調達におけるグリーン購入の推進 

市役所の物品調達に際し、単価契約を締結する物品について、環境にやさしい

物品の基準として市が定める「グリーン購入基準」を満たす商品を優先的に採用

します。 

【関係課：契約検査課】 

 

(2)低炭素型の交通環境整備 

①公共交通機関の利用促進 

市営バスの運行に際し、毎週水曜日のノーマイカーデー割引の実施、集客力の

大きい施設の新設・移転等に伴う社会のニーズの変化に合わせたダイヤ設定、ワ

ンコイン・シルバーパス等による利用しやすい環境づくりを進めることで、利便

性の向上を図り、自家用車利用から公共交通機関利用への転換を推進します。 

【関係課：企画政策課、交通局】 

 

②自転車利用の促進 

本市は、特に南部において、平たんでまとまりある市街地という地理的特性か

ら、自転車を利用しやすい環境にあります。今後、佐賀市自転車利用環境整備実

施計画の見直しを行い、「自転車のまちにふさわしい佐賀市」をめざして、駐輪

施設の整備や自転車利用空間の整備など、より快適で安全に通行できるような環

境整備を行います。 

【関係課：道路整備課、道路管理課】 

 

③自動車利用時の環境負荷低減 

走行時の環境負荷が小さい低公害車の導入や

環境にやさしい運転を心掛けるエコドライブの

普及を推進します。 

【関係課：環境政策課】 

 

④快適で安全な交通環境の整備 

生活道路や幹線道路の改良・整備、カーブミラーや防護柵などの交通安全施設

の充実化等による快適で安全な道路環境の整備を行います。また、主要渋滞箇所

の解消を図るため、都市環境の変化が著しい路線や危険度の高い路線から順次整

備を行います。                 【関係課：道路整備課】 

 

自転車専用通行帯（兵庫町） 
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(3)低炭素・先進技術の導入 

①二酸化炭素の分離・回収技術の導入 

ごみ焼却時に排出されるガスや下水処理時に発生するガスに含まれる二酸化

炭素を分離・回収し、藻類の培養や農作物の栽培等に活用する取り組みを推進し

ます。 

【関係課：循環型社会推進課、バイオマス産業都市推進課、上下水道局下水浄化

センター】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO2 分離回収装置と植物工場 
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【環境項目 1-2】 再生可能エネルギーの普及促進 

 取組方針 
市役所自らが再生可能エネルギーの導入に努めるとともに、創エネルギーの重要

性を市民や事業者等に発信し、太陽光やバイオマスなど、本市の特性に適した再生

可能エネルギーの普及に努め、低炭素社会の構築を推進します。 

 

 具体的な取組施策 

(1)地域への再生可能エネルギーの普及推進 

①再生可能エネルギーの普及推進 

自然エネルギーやバイオマスなど、地域

に眠る未利用の再生可能エネルギーの活用

を進めるために、国・県等との連携や市民・

事業者への情報提供など、効果的な対策に

ついて検討します。 

【関係課：環境政策課、循環型社会推進課】 

 

②市役所自身の再生可能エネルギーの活用 

回収した廃食用油から精製したバイオデ

ィーゼル燃料の活用等を今後も継続して実

施するとともに、木質バイオマスの有効活

用についても検討します。 

また、再生可能エネルギーを活用した発

電設備を導入した施設においては、今後も

適切な維持管理を行うとともに、より効率

的な運用についても検討します。 

【関係課：森林整備課、循環型社会推進課、

バイオマス産業都市推進課、上下水道局下水浄化センター】 

 

③廃食用油の新たな利用方法等の検討 

回収した廃食用油の新たな利用方法として、新型車両への利用に向け、民間業

者とのタイアップによる燃料の高品質化や、発電機など車両以外への使用につい

て調査研究を行います。 

【関係課：循環型社会推進課】 

 

 
バイオディーゼル燃料で 

走行するごみ収集車 

 

自治公民館の太陽光発電システム 
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【基本目標２】 資源を活かす循環のまち 

 

 現状と課題 
市民や事業者に 3R の取り組み意識が浸透してきており、市民一人当たりのごみ

排出量は減少傾向にありますが、全国平均や佐賀県平均と比べると、まだ多いとい

うのが現状です。このうち、家庭系ごみは全国平均以下ですが、一方で、事業系ご

みは平均を大きく上回っており、景気の好転などの影響により 2012 年度（平成

24 年度）から 2 年連続で増加しています。 

対策としては、リデュースの取り組みをこれまで以上に進めるとともに、分別を

徹底して資源の有効利用を図ることが重要であり、特に、事業者の取り組み意識の

さらなる向上と、取り組みやすい環境整備が課題となっています。 

 

 めざす姿（成果目標） 

 
 

 

 成果指標と目標値 

数 値 目 標 
2013 年度 

基準値 

2019 年度 

目 標 

2024 年度 

目 標 

1 人 1 日当たりごみ排出量 1,048 ｇ 1,008 ｇ 964 ｇ 

リサイクル率 17.4 ％ 19.3 ％ 20.5 ％ 

 

 

市民や事業者は、リデュースや廃棄物の適切な分別等に取り組み、廃棄物

の発生を抑制している。 
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【環境項目 2-1】 3R の推進啓発 

 取組方針 
市民生活や事業活動に浸透してきた廃棄物のリサイクル（再生利用）の推進とと

もに、今後は、市民や事業者に対して、情報提供や体験学習等を通じた啓発等によ

り、リデュース（発生抑制）とリユース（再使用）の 2R を積極的に推進し、3R

に取り組みやすい仕組みや環境づくりを行います。 
 

 具体的な取組施策 

(1)家庭系ごみのリデュースとリユース・リサイクル 

①家庭系ごみのリデュースの推進 

市内の店舗等によるレジ袋の利用抑制

活動を支援する買物袋（マイバッグ）持参

運動やごみを出す際の指定袋の有料化、エ

コ料理の普及啓発等により、ごみを出さな

い生活を送る市民意識の醸成に努めます。 

また、ペットボトルやビン、缶といった

飲料用容器包装の発生抑制のため、イベン

ト等において、マイボトル持参の普及啓発

を行います。 

【関係課：循環型社会推進課、健康づくり課】 
 

②家庭系ごみのリユースの推進 

ごみとして出された家具等のうちまだ

使えるものを無償で市民に提供するリユ

ース品無償譲渡会の開催や、家庭に眠る不

用品を持ち寄って販売するエコマーケッ

トの開催等を通して、ごみとして処分され

る物の減量に取り組みます。 

また、リユースの優等生であるリターナ

ブルビン（繰り返し使えるビン）の循環シ

ステムについても研究・検討を行います。 

【関係課：循環型社会推進課】 
 

③家庭系ごみのリサイクルの推進 

地域による資源物回収運動の支援や紙ごみのごみ出しルールの工夫、様々な機

会を利用しての分別徹底の周知などによりリサイクルを推進します。また、家庭

や地域ぐるみでの生ごみ堆肥化の普及を促進します。 

【関係課：循環型社会推進課】 

 

エコ料理教室 

 

エコマーケット 
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(2)事業系ごみのリデュースとリユース・リサイクル 

①事業系ごみのリデュース・リユースの推進 

飲食店での食べ残しを減らすため、3010 運動

（宴会の 初の 30 分と終わりの 10 分は席で食

事をするよう呼びかける）などを推進します。 

また、事業系一般廃棄物を多く排出する事業者

に対し、廃棄物減量等推進責任者の選任と事業系

一般廃棄物の減量に関する計画書の提出を義務付

け、事業所内でのごみの減量化・リサイクルを計

画的に進めることを求めていきます。 

【関係課：循環型社会推進課】 

 

②事業系ごみのリサイクルの推進 

資源となる紙ごみについては清掃工場での焼却を行わないこととし、燃えるご

みとの分別を徹底していくほか、市内での食品リサイクルの促進に向けた情報提

供等の実施を検討します。 

【関係課：循環型社会推進課】 

 

(3)ごみの減量の啓発推進 

①ごみの排出等に関する市民の意識啓発 

家庭ごみの収集や排出抑制などの情報ツールとして、『ごみカレンダー・分別

表』等を作成・配布し、ごみの分別の必要性や方法等を分かりやすく周知すると

ともに、広報誌やホームページ等を利用し、ごみの発生抑制、再使用、再生利用

などの情報を定期的に提供します。 

【関係課：循環型社会推進課】 

 

②ごみの排出等に関する事業者の意識啓発 

事業系ごみ分別の手引きの作成・配布、研修会の開催、分別が適正でない事業

所への個別訪問指導の実施等により、事業者に対してごみの減量化方法や適正な

分別等の啓発を行います。 

また、ごみの減量・資源化に積極的に取り組む事業者を佐賀市 3R 推進パート

ナーとして登録し、市報、ホームページなどで広報します。 

【関係課：循環型社会推進課】 
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③ごみ減量に関する学習の場の整備 

清掃工場内でのごみ処理の様子の見学

やエコプラザでの講座・イベントの開催

等、市民がごみ問題について学び、考え

る機会を提供します。 

【関係課：循環型社会推進課】 

 

 

 

④市役所自身のごみ減量行動の推進 

 (ⅰ)公共工事建設副産物のリユース・リサイクル 

「建設副産物処理の方針」に基づき、市が発注する全ての公共工事の施工に

伴う建設副産物の再使用・再資源化に努めます。 

【関係課：建築指導課】 

 

 (ⅱ)浄水処理・下水処理汚泥の有効活用 

浄水処理又は下水処理の過程で発生する汚泥について、園芸土としての再使

用や肥料化等に努めます。 

【関係課：上下水道局浄水課、上下水道局下水浄化センター】 

 

 (ⅲ)ペーパーレス化の推進 

文書管理システム及び財務会計システムによる電子決裁の活用、電子入札シ

ステムの活用、会議資料等への ICT 活用などを推進し、市の事務事業のペー

パーレス化に努めます。 

【関係課：総務法制課、財政課、契約検査課、行政管理課】 

 

 

燃えるごみ減量講座 
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【環境項目 2-2】 ごみの適正処理 

 取組方針 
環境に配慮した、安全で効率的なごみ処理施設の維持管理を行うとともに、廃棄

物のリサイクルを推進します。 

 

 具体的な取組施策 

(1)効率的な処理施設の運用 

①可燃ごみ搬入時の検査及び指導 

清掃工場への違反ごみや処理困難物の搬入防止のため、清掃工場に搬入される

ごみを抜き打ちで検査し、分別が適正でない場合には、搬入者への指導や排出事

業者への個別訪問等を実施します。 

【関係課：循環型社会推進課】 

 

②処理施設の適正な維持管理 

ごみの搬入・焼却に伴い発生する悪臭や有害物質の敷地外への漏洩がないよう

に徹底するなど、ごみ処理施設の適正な運転管理に努めます。 

【関係課：循環型社会推進課】 

 

③ 終処分場の維持管理と改修整備 

埋立地周辺の環境に配慮して、老朽化施設の改修や敷地内の緑化を行うなど、

適正な維持管理に努めるとともに、 終処分場の延命化のための措置を検討しま

す。 

【関係課：循環型社会推進課】 

 

(2)収集体制の適正化 

①ごみステーションの適正管理 

地元自治会等が管理するごみステーシ

ョンを適正な状態に保つため、巡回パトロ

ール、分別表示板の設置、違反ごみ注意ス

テッカーの貼付等を行い、悪質な排出者に

対しては地元と協力して指導を行います。

また、カラスや小動物によるごみ散乱を防

ぐためネット等の購入補助を実施します。 

【関係課：環境保全課】 
 

ごみステーション 
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②ごみの収集運搬 

地区ごとに決められた期日に排出されるごみを適正に収集し運搬します。 

【関係課：循環型社会推進課、環境保全課】 

 

③資源物持ち去り行為防止対策 

ごみ集積所に出された再生可能な資源物は市が適切にリサイクルしており、第

三者が資源物を市の許可なく持ち去ることを防止するため、広報活動やパトロー

ル等を行います。 

【関係課：循環型社会推進課、環境保全課】 

 

④ごみ分別方法の統一化等の見直し 

一部事務組合で処理している諸富町、三瀬地区については、他地区とはごみの

分別区分や処理方法、処理体制等が異なっているため、市民への効果的な啓発や

効率的なごみ収集に向けて、分別方法や収集体制等の見直しを検討します。 

【関係課：循環型社会推進課】 

 

(3)民間施設の活用 

①民間のごみ処理施設でのリサイクルの推進 

草類や剪定枝は、なるべく焼却処理を避けるため、民間のごみ処理施設での堆

肥化、木質チップ化等によるリサイクルを促します。また、現在は焼却処理して

いる生ごみや紙おむつのリサイクル、焼却灰の溶融処理以外のリサイクルなど、

新たなリサイクル手法の導入に向けた調査研究を行います。 

【関係課：循環型社会推進課】 
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【基本目標３】 水とみどりがあふれるまち 

 

 現状と課題 
本市は、豊かな水とみどりに恵まれ、クリークや干潟等に希少な生態系が残る個

性的な自然環境を有しています。近年は、開発や人々が持ち込んだ外来生物等を原

因とする生態系破壊が危惧されており、対策を図る必要があります。 

市内の都市公園については、都市公園法施行令に示されている標準面積（10 ㎡

/人）を下回っており、今後も地域のニーズに応えながら継続的に整備する必要が

あります。 

まちづくりにおいては、人々の暮らしの中で身近な自然を感じられるような空間

づくりや、歴史・文化などを感じられる美しい景観形成が進められています。 

今後も、自然環境の保全と快適なまちづくりを両立し、自然豊かで住み良いまち

を形成することが求められます。 

 

 めざす姿（成果目標） 

 
 

 

 成果指標と目標値 

数 値 目 標 
2013 年度 

基準値 

2019 年度 

目 標 

2024 年度 

目 標 

新規で植えた樹木の本数 294 千本 418 千本 518 千本 

市民 1 人当たりの都市公園面積 7.2 ｍ2 7.8 ｍ2 8.3 ｍ2 

景観賞表彰件数 68 件 92 件 112 件 

屋外広告物許可割合 26.9 ％ 75.0 ％ 100 ％ 

 

 

地域の自然・生物多様性を保全し、自然環境と人々の営みや歴史・文化と

が調和した都市づくりが行われている。 
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【環境項目 3-1】 清らかな水辺の確保 

 取組方針 
水辺の環境を、生活にうるおいと安らぎをもたらす身近な自然空間として保全す

るとともに、触れ合いをもたらす親水性を創出し、自然と共生するまちをめざしま

す。 

 

 具体的な取組施策 

(1)水辺空間の整備 

①親水空間の創出 

市内の河川・水路において、自然豊か

で市民が水と触れ合える親水空間を意識

した河川整備を実施します。 

【関係課：河川砂防課、北部建設事務所、

南部建設事務所】 

 

②多自然型護岸の整備 

河川等の整備に際しては、川底に捨石

を配置したり、間伐材を活用した捨石柵

工を採用するなど、生物の生息環境の確

保や自然環境の多様化につながるような

多自然型の護岸整備を推進します。 

【関係課：農村環境課、河川砂防課、北

部建設事務所、南部建設事務所】 

 

(2)河川等の機能保全 

①河川、水路等の機能の保全 

河川、水路等の機能保全を図るため、浚渫（水底に堆積した土砂をさらう作業）

や護岸整備を随時実施し、同時に美しい水辺環境を整備します。 

【関係課：農村環境課、河川砂防課、北部建設事務所、南部建設事務所】 

 

②地域が一体となった農村環境整備 

地域の農業用水路、農道等について、農業者だけでなく、住民、団体も参加し

て行う保全活動を支援し、農業の生産性の低下を防ぐとともに農村の自然環境や

景観を守ります。 

【関係課：農村環境課】 

 

松原川 

 

魚巣ブロックを使用した護岸整備 
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③特定外来生物（水草）の除去による水路の機能保全 

水路の貯留量の減少や樋門・樋管操作

への障害をもたらす特定外来生物の水草

の繁茂が確認された場合には、地域住民

等と協力して、速やかに除去することで、

水路の機能保全や他地域への拡大防止に

努めます。 

【関係課：農村環境課、河川砂防課、北

部建設事務所、南部建設事務所、環境政

策課】 

 

④市民主体による河川・水路の清掃 

市民が主体となって実施される身近な河川・水路の浚渫や雑草等の伐採等の清

掃活動に対して、清掃器具・資材の貸出しやごみの回収などの支援を行います。 

【関係課：河川砂防課、北部建設事務所、南部建設事務所】 

 

 

特定外来生物の除去作業 
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【環境項目 3-2】 豊かなみどりの確保 

 取組方針 
森林や農地は農林業の基盤であるだけでなく、森林と農地の保全が美しい川や海

を守り、水辺空間の保全にも寄与します。市内に残るこれらの豊かなみどりを保全

するほか、人々の生活の中でみどりを身近に感じることができる快適なみどり空間

の創出に向けて、市民との協働により緑化活動を促進します。 

 

 具体的な取組施策 

(1)森林の整備と保全 

①市有林・公団分収林の育成 

水資源の良好な保持と併せて優良な森

林資源の確保と財産形成を図るため、間伐

や枝打ちなどの森林保育事業を継続して

実施します。 

【関係課：森林整備課】 

 

②森林整備地域活動の支援 

森林管理者等が自ら森林経営計画等を策定することにより、それに基づく計画

的かつ効率的な森林整備の推進が図れるため、計画の策定に必要な地域活動等の

実施を支援します。 

【関係課：森林整備課】 

 

③地元産材の活用促進 

地元産材の需要創出による林業の活性

化を図るため、木製護岸工事や公共建築物

の新設・改修工事に際し、地元産材を積極

的に採用します。 

【関係課：森林整備課、建築住宅課】 

 

④森林の持つ役割の啓発 

市民が木と触れ合える「ふじ森林文化フェスタ」の開催や、実際に山へ入り植

樹・育樹活動を行うイベントの実施等を通して、森林が有する公益的機能に対す

る市民の理解を深めていきます。 

【関係課：森林整備課、緑化推進課】 

 

 

市施設への間伐材の利用 

 

適正に管理されている森林 
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⑤間伐材を使用したコピー用紙等の導入 

市役所で使用するコピー用紙等について、間伐材が使用されており、購入費の

一部が森林所有者に還元される製品を全部署で継続して導入するとともに、他の

地方公共団体や民間事業者への導入拡大を図ります。 

【関係課：契約検査課】 

 

(2)農用地の確保 

①農用地の保全 

就農希望者が参入しやすいような環境を整備し、担い手となる農業者や経営体

の確保・育成を行うとともに、農産物の生産性向上や需要拡大、農地の集約等を

図り、農用地の保全や耕作放棄地の解消につなげます。 

【関係課：農業振興課】 

 

②環境にやさしい農業の推進 

有機・特別栽培、エコ農業の取り組みや環境配慮型機械の導入、わらのすき込

み等の実施による環境保全型農業の普及を推進します。 

【関係課：農業振興課】 

 

(3)緑地の創造と保全 

①市民・事業者の緑化活動の支援 

地域で緑化活動を行う自治会やボラン

ティア団体、自らの敷地内の緑化を行う

市民・事業者への支援を推進します。 

【関係課：緑化推進課】 

 

②市民ニーズを反映した公園整備 

公園施設のバリアフリー化や安全性の向上を進め、誰もが快適に利用できる公

園にします。また、公園の整備・再整備を行う際は、地域住民の意見を反映しな

がら、地域の特性を活かし、魅力ある公

園づくりを進めます。 

【関係課：緑化推進課】 

 

③公共地（公共施設、街路等）の緑化の

推進 

佐賀市みどりの基本計画に基づき、公

共施設等の緑化基準及び緑化指針を定め、

学校や公民館などの市民が集う公共施設

 

ボランティア団体による緑化活動 

 

駅前まちかど広場 
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の緑化や街路樹の整備を計画的に実施します。 

【関係課：緑化推進課、道路整備課】 

 

④グリーンツーリズムの推進 

地域住民による地域の特性を活かした農山漁村環境の活性化を支援するとと

もに、農業体験イベントの実施やグリーンツーリズムイベントの情報を積極的に

発信するなど、グリーンツーリズム実践者の育成を図り、農山漁村と都市との交

流を深めます。 

【関係課：農業振興課】 
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【環境項目 3-3】 生物多様性の保全 

 取組方針 
本市の自然は、山間部のみどり、平野部に広がる田園と網の目のような水路やク

リーク、そして干満の差が大きい有明海といった豊かで多様な自然があり、多くの

生物が生息・生育しています。本市の地理的特性によって育まれた生物多様性、関

連する歴史や文化・伝統食等も含めた自然との共生を守り、継承します。 

 

 具体的な取組施策 

(1)希少種等の保全 

①生物環境への影響に配慮した公共工事

の調整 

市が実施する公共工事の実施に当たっ

ては、動植物の専門家から構成する自然環

境懇話会に意見を求め、市内に生息する絶

滅危惧種をはじめとする動植物の生息環

境への影響をなるべく抑えるように工事

の調整を行います 

【関係課：環境政策課】 

 

②生態系が豊かな自然環境の保全 

広範囲にわたる生態系ネットワークの拠点でもある白石原湿原の自然環境を

保全し、生物の多様性を確保するとともに、環境教育等への活用を図ります。 

【関係課：環境政策課】 

 

③外来生物への対策 

市内に移入してきた外来生物のうち、自然環境や生活環境、産業等に悪影響を

及ぼす種については、県や市民ボランティア、地元住民等と協力して除去を行い

ます。 

【関係課：環境政策課】 

 

 

工事予定箇所の生態系調査 
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(2)自然観光資源の保全と活用 

①北部山麓一帯の活用推進 

北部山麓一帯の歴史や自然等の観光資

源を活かした魅力的な観光地として、北

山ダム周辺や金立山緑のシャワーロード

などを PR し、自然環境の保全と利用者

の安全及び快適性の確保を目的とした維

持管理を行います。 

【関係課：緑化推進課】 

 

②希少生物の保存と観光資源活用 

有明海の干潟に自生する絶滅危惧種「シチメンソウ」や久保泉町帯隈山に自生

する国指定天然記念物「エヒメアヤメ」など、地元住民が愛し、自然観光資源と

して保存・活用を図っている希少生物について、住民が行う生息環境の保存活動

等を支援します。 

【関係課：文化振興課、東与賀支所産業振興課】 

 

③河畔林（横堤）の維持管理 

佐賀平野に残された貴重なグリーンベルトである横堤を、ふるさとの原風景、

歴史的遺産として保存し整備します。 

【関係課：農村環境課】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北山ダム 

 

横堤 
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(3)ラムサール条約登録湿地「東よか干潟」の保全とワイズユース 

①干潟の保全 

有明海に広がる東よか干潟は、豊富な

栄養分や日本一の潮の満ち引きなどを背

景に、多くの固有種や希少種が生息する

など多様な生態系を育んでいます。また、

東アジアにおける渡り鳥の重要な中継

地・越冬地として、種の生息を支える国

際的に貴重な生物の生息環境であり、市

民や事業者等と協力して干潟環境を保全

することにより、東よか干潟が有する独

特の生態系を維持します。 

【関係課：環境政策課】 

 

②交流・学習の機会の提供 

干潟に関心を持つ人々が情報を共有し、連携・協力する仕組みを構築すること

により、干潟を介した交流の促進を図り、多くの人が干潟について学習する機会

を提供するため、ガイドを養成するとともに拠点施設の整備等を検討します。 

【関係課：環境政策課】 

 

③干潟の観光資源としての活用 

地域が干潟からの恵みを得ながら干潟

の保全を図ることで、干潟の持続的な利

用が可能となることから、ラムサール条

約登録湿地である東よか干潟の魅力を市

内外へ積極的に PR し、観光資源として

活用することにより、干潟を鍵とした地

域活性化につなげていきます。 

【関係課：観光振興課、環境政策課】 

 
 

東よか干潟 

 

ムツゴロウ 
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コラム ラムサール条約登録湿地「東よか干潟」 

■ ラムサール条約とは 

湿地は、多様な生態系を育み、特に水鳥の生息地として重要とされている一方で、埋め

立てや開発などの対象となりやすく、世界中で湿地の劣化や消失が進んでいます。国境を

越えて渡りをする水鳥の保全には、国際的な取り組みが必要です。 

そこで、特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地とそこに生息する生物の保全を目

的として、1971 年（昭和 46 年）にラムサール条約が制定されました。 
 

■ 東よか干潟の魅力 

東よか干潟は、日本有数の規模を

誇る干潟です。有明海特有の大きな

干満差が生み出す広大な干潟には、

ムツゴロウやワラスボ、シチメンソ

ウなどの希少種をはじめとして、ゴ

カイなどの底生生物や魚、貝などが

豊富に生息しています。これらの生

き物を餌とする鳥や魚等も集まり、

多様な生態系が築かれています。 

秋から春にかけて、渡来する渡り

鳥のシギ・チドリ類の数は、日本で

も多く、東アジアにおける重要な中継地や越冬地の一つとなっています。また、クロツ

ラヘラサギ、ツクシガモ、ズグロカモメなど、絶滅のおそれがある希少な野鳥の重要な生

息地でもあります。 

こうした点が高く評価され、国際的に重要な湿地として、2015 年（平成 27 年）5

月にラムサール条約湿地に登録されました。 

ラムサール条約登録による知名度の向上、干満差による環境変化や希少で豊かな生態系

が身近に観察できることなどから、自然観光資源として、また市民の環境学習の場として、

東よか干潟は大きな可能性を秘めています。 
 

■ ワイズユース 

ラムサール条約では、登録された湿地を保全・再生

していくことが求められます。しかし、そのために人

間の活動を厳しく制限するのではなく、暮らしや産業

などのために湿地を適正に活用する「ワイズユース」

が謳われています。例えば、湿地を環境に悪影響を与

えない範囲で観光資源として活用したり、湿地に生息

する生き物を食用として捕獲する際に資源管理を徹底するなど、自然環境や生態系を維持

して持続可能な利用ができるような取り組みが「ワイズユース」に当たります。 

また、条約では、こうした取り組みを進める手段として、広報、教育、啓発活動（CEPA：

Communication, Education, Participation and Awareness）により湿地の重要性に

対する理解を広げることが重視されています。 

 

東よか干潟に集う野鳥 
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【環境項目 3-4】 自然環境と調和した都市づくり 

 取組方針 
自然と調和した適正な都市整備、市街化の抑制を進めながら、山から海までの自

然や、自然と生物が連携・共生する景観が形成されたまちをめざします。 

 

 具体的な取組施策 

(1)みどりや水と共存する都市景観の形成 

①都市の風致の維持・保全 

自然的要素に富んだ良好な景観を形成しており、都市の土地利用計画上、また

都市環境の保全を図るため、風致の維持を図ることが必要な風致地区については、

佐賀市風致地区内における建築等の規制に関する条例に基づき建築制限等の規

制誘導を進めていきます。 

【関係課：都市デザイン課】 

 

②住民主体の環境保全等のルールづくり 

住民自らが良好な住環境の保全・形成等を図るため主体的に定める協定や地区

計画等のルールづくりを支援します。 

【関係課：都市政策課】 

 

③良好な景観の形成 

景観形成地区の指定や建築行為等の際の届出制度、景観賞の表彰等を実施し、

良好な景観形成を推進するとともに、屋外広告物等の適正化を図ることにより、

本市ならではの特色がある景観の形成をめざします。 

【関係課：都市デザイン課】 

 

(2)歴史や文化に根ざした環境の保全 

①歴史あるみどり空間の保全 

天然記念物に指定された樹木の樹勢調

査を実施したり、古くから伝わる古木や

巨木を保存樹等として指定し、所有者と

協力しながら、歴史あるみどり空間の保

全を図ります。 

【関係課：緑化推進課、文化振興課】 

  

與止日女神社のクスノキ 
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②景観重要建造物等の保存 

歴史的・景観的に優れた建造物等を保全するため、景観重要建造物等として指

定し、外観の補修に要する費用の一部を助成するなどの支援を進めます。 

【関係課：都市デザイン課】 
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【基本目標４】 安全で快適な生活環境のまち 

 

 現状と課題 
近年は、ごみの野焼きや河川への油の流出、ペットの適正飼育、空き地・空き家

等に係る苦情・相談が数多く寄せられており、身近な生活環境への市民の関心が高

くなっています。 

こうした問題の発生防止のため、市民・事業者への環境に配慮した行動・活動に

ついての啓発や、調査・相談・指導等の体制を充実させることが課題となっていま

す。 

また、水道水の安定供給や適切な下水処理、化学物質の適切な使用等により、人々

の生活を支えることで、安全で快適な生活環境の向上につながることから、今後も

継続して取り組む必要があります。 

 

 めざす姿（成果目標） 

 
 

 

 成果指標と目標値 

数 値 目 標 
2013 年度 

基準値 

2019 年度 

目 標 

2024 年度 

目 標 

公害苦情（騒音・振動・悪臭等） 

件数 
208 件 182 件 162 件 

生活環境苦情件数 291 件 258 件 233 件 

鉛給水管更新率 45.0 ％ 85.4 ％ 100 ％ 

下水道接続率 87.3 ％ 92.2 ％ 93.4 ％ 

 

 

市民一人ひとりが、生活環境の向上に取り組み、安全で快適な生活を営ん

でいる。 
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【環境項目 4-1】 身近な生活環境の保全 

 取組方針 
市民生活や事業活動によって発生する環境問題について、適切な指導等を行うと

ともに、空き家等の対策や不法投棄の防止対策などに努めます。 

 

 具体的な取組施策 

(1)生活に密着した環境問題の改善 

①ペット類の適正飼育の促進 

ペット類の飼い主に対して適正飼育の意識

啓発を行い、近隣住民とのトラブルの回避や咬

傷事故の防止等を図るとともに、狂犬病予防集

団注射を市内各地域で実施して、狂犬病予防注

射の接種率向上を図ります。また、野良猫によ

る被害を抑制するため、地域猫や飼い猫の不妊

去勢手術費用の助成等の対策を行います。 

【関係課：環境政策課】 

 

②衛生害虫駆除の推進 

水路に生息するアカイエカの幼虫を駆除することにより、日本脳炎等の伝染病

の発生を予防するとともに、居住区域の水溜り等で発生するやぶ蚊の対策につい

て啓発を行い、住み良い生活環境を実現します。 

【関係課：環境政策課】 

 

③家庭ごみ等の野外焼却の禁止 

家庭ごみを焼却せずにごみステーションや清掃工場へ搬入するよう指導を行

うことにより、煙害の防止に努め、良好な生活環境を守ります。 

【関係課：環境保全課】 

 

④身近な生活環境の改善 

生活環境に起因する市民等からの相談、近隣住民間あるいは市民と事業者間の

トラブル等について、当事者間での対話への誘導、原因者への指導、環境阻害要

因の除去等の対応を行います。 

【関係課：環境政策課、環境保全課】 

 

⑤空き家等の適正管理 

倒壊事故や衛生害虫の発生等、空き家・空き地の管理不全による影響から周辺

住民の生活環境を保全するため、空き家・空き地の所有者等に対して、適正管理

 
犬のしつけ方教室 
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の啓発や改善指導、解体費用の助成等を行います。 

【関係課：建築指導課、環境政策課】 

 

⑥不法投棄の防止対策 

パトロールや市民からの通報等で発見した不法投棄ごみについては、投棄者の

割り出しに努め、判明した場合には、警察とも協力して厳正な指導を実施します。 

【関係課：環境保全課】 

 

(2)市民清掃活動の推進と支援 

①清掃活動の推進 

毎年 6 月の「県内一斉ふるさと美化活

動」や 10 月の「市民一斉清掃月間」など、

市民や事業者、自治会が協力して取り組む

清掃活動を推進、支援します。 

【関係課：環境保全課】 

 

②清掃ボランティアの支援 

地域の自治会やボランティア団体、事業者等が主体となって実施する地域の清

掃活動に対し、ボランティア袋の支給やごみの回収などの支援を実施します。 

【関係課：環境保全課】 

 

(3)安全な水道水の安定供給 

①安全でおいしい水の確保 

水源から蛇口までのあらゆる過程における水質管理の徹底や施設の適切な運

用により、安全でおいしい水道水を安定的に供給します。 

【関係課：上下水道局浄水課】 

 

②水道フェアの開催等による啓発 

市ホームページや出前講座、水道週間の期間中に開催する水道フェアの取り組

みなどを通して、水道水の知識や水源の保全と監視の重要性などについて啓発を

行います。 

【関係課：上下水道局総務課】 

 

③水道水の水質検査の実施 

毎年度策定する水道水質検査計画に基づき、水道水の水質検査を実施するとと

もに、検査計画及び検査結果を随時公表し、水道水の水質の安定に努めます。 

【関係課：上下水道局浄水課】 

 

ふるさと美化活動 
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【環境項目 4-2】 生活排水の対策 

 取組方針 
生活排水による自然環境への影響を 低限に抑えるため、下水道等エリアマップ

で定めた処理方式に応じて、適切な施設の整備・維持管理を行います。 

 

 具体的な取組施策 

(1)下水等の処理 

①公共下水道への接続率向上と適正管理 

下水道施設の効率的かつ効果的な整備と適切な維持管理を行うとともに、下水

道への接続や適切な利用を市民に啓発していきます。 

【関係課：上下水道局業務課、上下水道局下水道工務課】 

 

②農業集落排水の適正管理 

農業集落排水処理施設の周辺の水環境を保全するため、排水の水質を定期的に

確認し、必要に応じて施設管理受託者に処理方法の改善の助言を行うなど、適切

な施設運営を行います。 

【関係課：上下水道局下水浄化センター】 

 

③市営浄化槽の設置と適正管理 

公共用水域の水質汚濁防止及び生活環境衛生の改善を図るため、市上下水道局

が主体となって浄化槽の設置や維持管理を行う市営浄化槽事業を推進します。 

【関係課：上下水道局下水道工務課】 

 

(2)し尿等の処理 

①し尿・浄化槽汚泥の適正な収集と処理 

家庭や事業所等から排出されるし尿・浄化槽汚泥を計画的に収集・運搬し、か

つ適正に処理することで、公衆衛生の確保に努めます。 

【関係課：衛生センター】 
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【環境項目 4-3】 地域環境の保全 

 取組方針 
市民が日常生活を豊かで快適に過ごすために、空気がおいしく、身近な水やみど

りなどの自然を感じられる、安心・安全で衛生的な地域環境を守り、育てていくこ

とをめざします。 

 

 具体的な取組施策 

(1)監視測定の実施 

①監視測定の実施 

市民の快適な生活環境を確保するために、水質、騒音、振動、大気等の測定調

査を継続的に実施し、その結果を情報提供します。 

【関係課：環境保全課】 

 

 (2)公害等の発生の防止対策 

①事業所への環境保全関連の指導 

事業所等に対して、関係法令に基づく公害・環境関連遵守事項について適正な

指導を行うとともに、特定事業場等への立入調査を実施します。 

【関係課：環境保全課】 

 

②水質汚染への対応 

河川等への油流出及び魚のへい死事故

等が発生した場合には、迅速に被害の拡大

防止措置を実施するとともに原因究明を

行います。また、下流域への被害拡大のお

それがある場合には、関係市町や関係機関

と連携して対応します。 

【関係課：農村環境課、河川砂防課、環境

保全課】 

 

③家畜排せつ物法に基づく適正管理の指導 

家畜のふん・尿の不適正な管理による悪臭や水質汚染の発生を防止するため、

農業者に対して、家畜排せつ物法に基づき、堆肥として農地に還元するなどの適

正処理を行うよう指導します。また、堆肥の発酵促進及び農産物の高付加価値化

を図るための取り組みを推進していきます。 

【関係課：農業振興課、バイオマス産業都市推進課】 

 

 

水質汚染への対応訓練の様子 
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④麦わら・稲わらのすき込み利用等によ

るわら焼却の抑制 

麦わら・稲わらのすき込みや、畜産農

家との連携による飼料・敷きわら等とし

ての利用を促進することで、わら焼却を

抑制し、環境や人への煙害を防ぎます。 

【関係課：農業振興課】 

 

(3)化学物質への対策 

①市の事業における化学物質対策 

施設の新設・改修や樹木の消毒等を行う際には、本市が策定した『化学物質の

使用に関するガイドライン』に基づき、化学物質の使用による健康被害等が発生

しないように努めます。 

【関係課：環境保全課】 

 

②学校における適切な環境の維持及び改善 

児童生徒等の健康を保持増進し、学習能率の向上を図るため、学校安全保健法

の定めにより、学校環境衛生規準に照らし、定期的に環境衛生検査を実施します。

教室等の定期検査の一つとして、ホルムアルデヒドなど揮発性有機化合物の検査

を実施し、検査結果によっては換気扇の設置等の対応を行います。また、ホルム

アルデヒド簡易検知器の貸し出しも行います。 

【関係課：学事課】 

 

 

 

わらの有効利用 
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第３節 基本目標横断プロジェクト 

基本目標横断プロジェクト１ 「バイオマス産業都市さがの構築」 

１．バイオマス産業都市とは 
バイオマスとは、生物由来の有機性資源で、化石資源を除いたものの総称です。

私たちの身近にあるもので、具体的な例としては、木材や竹、草類、稲わらやもみ

殻、家畜のふん尿や生ごみ、廃てんぷら油等があります。バイオマスは循環利用で

きるため、再生可能な地域資源として活用でき、バイオマスを使ってエネルギーを

創ることもできます。 

バイオマス産業都市とは、地域のバイオマスの原料生産から収集・運搬、製造・

利用までの経済性が確保された一貫システムを構築し、地域のバイオマスを活用し

た産業の創出と地域循環型エネルギーの強化により、地域の特色を活かしたバイオ

マス産業を軸とした環境にやさしいまちづくりをめざす地域のことです。2014

年（平成 26 年）11 月 10 日、関係 7 府省（内閣府、総務省、文部科学省、農林

水産省、経済産業省、国土交通省、環境省）が共同で推進している「バイオマス産

業都市」に本市が選定されました。 
 

２．バイオマス産業都市の構築と環境施策との関連 
本計画では、バイオマス産業都市を構築することを、本市の環境施策を推進する

ための基本目標横断プロジェクトとして位置付けます。バイオマスを活用した取り

組みと環境施策との関連について、基本目標ごとにめざす効果を下記に示します。 
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３．バイオマス産業都市としてめざすべき将来像 

本市がバイオマス産業都市としてめざすべき将来像は、『廃棄物であったものが

エネルギーや資源として価値を生み出しながら循環するまち』です。 

これを実現するために、ごみ処理施設や下水処理施設などの既存の施設を活用し

て新たなエネルギーや資源を創出し、バイオマスを活用したまちづくりを推進して

いくこと、併せて、行政が公平な立場で仲介役を果たし、バイオマスの活用に関す

る官民や民民の連携を実現していくことを基本的な手段として、経済性が確保され

た中でバイオマスの活用を推進する一貫システムの構築に取り組んでいきます。 

また、「バイオマス産業都市さが」がめざすまちづくりが実現したときのイメー

ジを下図に示します。 

ごみ処理施設である清掃工場と下水処理施設である下水浄化センターを中心と

して、多くの藻類培養施設が建設され、藻類や二酸化炭素を活用する産業が広がり

を見せています。未利用木材や家畜排せつ物も有効利用され、バイオマス産業を軸

とした環境にやさしく活気のあるまちが形成されています。 

 

 

バイオマス基地 
（清掃工場） 

バイオマス基地 
（下水浄化センター） 

）
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基本目標横断プロジェクト２ 「環境教育の推進」 

１．環境教育の意義 
教育には学校教育だけでなく、家庭教育、社会教育といった多様な場面があり、

人は年齢に関係なく生涯において学習をしていく必要があります。特に、環境学習

は、日常生活と密接な関係にあり、身近な内容であることから興味を引きやすく、

取り組みやすい学習テーマです。 
 

２．環境教育の目的 
環境保全の第一段階は「人づくり」であると考えます。これは環境を良くも悪く

もする主な要因に人が介在するためです。この「人づくり」のために啓発や環境学

習の支援を推進し、市民が環境保全等の共通の認識を持ち、深い理解と自発的な実

行力を身につけ、市民一人ひとりが環境保全等に対して意識的に、かつ積極的に関

わることをめざします。 
 

３．体系的な環境教育のプログラム 
例えば、自然との直接の触れ合いや体験などを通じ、頭で理解するだけではなく

感性や感覚に訴え、体全体で理解するような学習プログラムの構築を行うなど、子

どもから大人まであらゆる年齢層に応じた学習ができる仕組みづくりを行うこと

により、体系的な環境教育を推進することができます。 

市民の環境意識の醸成は、様々な環境施策の推進の原動力となることから、本計

画では、環境教育を基本目標横断プロジェクトとして位置付け、市民のライフステ

ージに合わせて、その時々に必要な知識や経験を培うことができるような環境学習

の場を設定します。 

主な環境教育のプログラムは以下のとおりです。 
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（１）佐賀市学校版環境 ISO（事業主体：佐賀市） 

市民が子どもの頃から環境について考え、行動する力を身につけることは、将来

の市の環境保全を図る上で大きな影響を及ぼします。そのため、本市では「佐賀市

学校版環境 ISO 制度」を設け、子どもたちと先生が一緒になって、本市の環境に

ついて考えたり、環境保全活動に取り組んだりすることにより、「環境にやさしい

学校づくり」をめざしています。 

市立全小中学校が認定を取得し、学校ごとに定めた独自の行動目標に取り組んで

おり、今後は、PDCA サイクルに基づき更に取り組みを改善させるとともに、こ

の活動を通して、保護者や地域の人々が環境保全に取り組むきっかけづくりを進め

ていくことにも取り組みます。 

 

（２）佐賀環境フォーラム（事業主体：佐賀大学、佐賀市） 

環境問題について正しい知識と高い意識

を持つ人材を社会に輩出することと、市民が

環境について様々な視点から学習する場を

提供することを目的として、2001 年度（平

成 13 年度）から佐賀大学と市が連携して

「佐賀環境フォーラム」を開催しています。 

全国各地から環境に関する様々な分野で

活躍する方を講師として招き、新鮮な環境情

報を提供しています。市民、事業者、学生が

同じ教室に集まって学ぶことで、疑問や意見

を共有し、様々な視点を知ることができる場にもなっています。また、机上の環境

問題を身近な環境に結びつけるための体験講座や現地見学会、ワークショップ等も

行っています。 

参加者が環境問題について広い視野で捉え、環境に配慮した行動に結びつけるこ

とが期待できることから、今後も多くの市民や事業者、学生が参加できるように努

めます。 

 

（３）「トンボ王国・さが」づくり（事業主体：佐賀市） 

本市では、市内に残る豊かな水辺環境を愛

する市民のシンボルとして「トンボ」を掲げ、

1989 年度（平成元年度）から「トンボ王

国・さが」づくりを進めています。 

様々な水辺環境を有する本市には、それぞ

れの環境に適応した多くの種類のトンボが

生息していますが、圃場整備等による水辺環

境の変化に伴って生息域の縮小や移動など

の影響も見られます。そうしたトンボの生態

 

佐賀環境フォーラム 

 

トンボ教室 
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を学ぶことで、多様な自然環境や地域の生態系を保全する必要性を認識し、自然と

共生する意識を醸成する機会となることから、今後も「トンボ教室」をはじめとし

て様々な事業に取り組みます。 

 

（４）環境学習拠点施設（エコプラザ）における環境教育 

エコプラザでは、市民、事業者、市民活動団体、行政のそれぞれが、本市の豊か

な自然環境や地球温暖化対策、市民及び事業者の環境に配慮した行動、3R の仕組

み等を学び、学習した成果を実際の環境行動につなげることを目的として、ごみ処

理施設見学ルートの整備や常設展示、イベント等の開催などを通じた環境教育に取

り組んでいます。 

今後は、時代に合わせた展示内容のリニューアルや環境を切り口とした大学、企

業等との連携などにも力を入れることにより、全国に誇れる環境施策の情報発信基

地としての役割を担うことをめざします。 

 

（５）佐賀市環境保健推進協議会の取り組み 

市内の全単位自治会を支部とする「佐賀市

環境保健推進協議会」では、地域での環境美

化やごみ減量等の実践活動及び啓発活動に

取り組んでいます。 

こうした自治会活動と一体化しての手法

により、地域住民が環境保全行動に参加する

機会が多く創出され、地域の環境について学

び、考える人材の育成にもつながることが期

待できます。そのため、当協議会が今後も継続して活動できるように、必要な支援

を行うとともに、より地域の実情に合った活動としていくための助言・情報提供等

に努めます。 

 

（５）ラムサール条約登録湿地「東よか干潟」を活用した環境教育 

東よか干潟は、希少な渡り鳥や有明海固有

の生き物などの豊かな生態系を育んでいま

す。2015 年（平成 27 年）5 月にラムサー

ル条約へ登録されたことで、国際的に重要な

湿地として、東よか干潟の価値が改めて注目

されました。 

今後は、幅広い年齢層を対象とした自然環

境の学習の場として活用し、生物多様性の重

要性や地域環境の保全に対する関心を高め

ていく取り組みを推進します。 

 

 

 

地域の環境美化活動 

 

小中学生の干潟学習会 
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（６）その他の環境教育（事業主体：佐賀市ほか） 

市立保育所、幼稚園等において、植物との触れ合い体験やごみのリサイクルなど

の環境教育を実施したり、公民館等における環境問題や緑化推進等に関する講座の

開催、事業者と連携しての事業所等での環境教育の実施など、市民のライフステー

ジに合わせた多様な環境教育を実施します。 

特に、他の年代に比べて環境教育を受ける機会が少ない幼児や高等学校生徒に対

しては、効果的な環境学習の手法等を検討し、機会の創出に努めます。 

 

 


