
資料１－③   

取り組み計画
（Ｐｌａｎ）

取り組み内容・成果及び評価（中間）
（Ｄｏ ・　Ｃｈｅｃｋ）

今後の見込み、改善策等（中間）
（Ａｃｔｉｏｎ）

ごみ焼却
から生み
出す電力
の活用 環境部

循環型社会
推進課

・清掃工場の余剰電力（再生可能エネルギー）を市内の公共施設に
供給する、電力の地産地消の推進
・節電支援システム導入による各公共施設の節電を推進

・余剰電力を、昨年度までの市内小中学校・本庁舎・公民館等の110
公共施設に加え、新たに新久保泉公民館、三瀬中学校の２公共施設
に供給し、電力の地産地消を進めている。
・節電支援システムの各公共施設の利用履歴を確認し、利用されて
いないところには再度周知を実施し、各公共施設の電気使用量の見
える化・節電の推進を行っている。

・今後も電力の地産池消の推進を進め、供給できていない一部の公
共施設（北山東部小学校）への供給に向けて関係部署と協議してい
く。
・各公共施設の使用時のピーク電力を抑えるために、各公共施設に
導入されている節電支援システムの電力超過通知メールの利活用推
進を行う。

環境部
バイオマス
産業都市推
進課

藻類培養事業予定地の基盤造成工事と周辺の水路等の整備工事を
進める。

事業予定地内の基盤造成工事（明許繰越分）は、８月末までに完了。
現在、予定地周囲の道路・水路の整備を行っている。今年度完了予
定。（全体整備の完了は一部明許繰越で整備予定）

事業予定地の整備工事の関連工事（県事業農業用水路金立線改
修、市上下水道局尼寺雨水幹線整備）の完了が、平成31年度6月と
なる見込みであるため、本事業の完了がは、平成31年10月ごろとなる
予定。

企画調整部
新産業推進
課

・「さが藻類バイオマス協議会」による情報提供やビジネスマッチング
等への取り組みを進めるとともに、「さが藻類産業研究開発センター」
で藻類培養や抽出などの研究・開発に取り組み、また藻類が有する
成分の有効性を研究する。。
・二酸化炭素の安定供給に取り組むとともに、植物工場等の誘致や
多方面での活用を検討する。

・「さが藻類バイオマス協議会」において、会員への訪問や意見交換
を実施し、市場調査の情報提供等を行った。また、佐賀大学に設置し
た「さが藻類産業研究開発センター」において、藻類に関する研究を
実施するとともに、佐賀大学の理工学部や医学部とも連携し、有用成
分探索の研究についても開始した。
・佐賀大学とともに、佐賀の藻類に関する取組をＰＲするため展示会
へ出展した。
・藻類や二酸化炭素の利活用についての技術連携を進めるため、オ
ランダの政府機関と協力覚書を締結した。
・二酸化炭素の安定供給のため、植物工場等の誘致活動を行った。

・藻類産業の創出を目指して、引き続き「さが藻類バイオマス協議会」
による情報提供やビジネスマッチング、また、「さが藻類産業研究開発
センター」における研究に取り組む。
・新たな植物工場の進出に向けて、誘致を進めるとともに二酸化炭素
の新たな活用についても検討する。

下水処理
時に発生
するバイオ
ガスの活
用 上下水道局

下水プロジェ
クト推進部

下水エネル
ギー推進室

引き続き、CO２分離回収を始め各技術の普及展開に向け、自主研究

を継続する。

【主な検証項目】
　①　各種補填データの蓄積及び解析（最適条件の整理）
　②　機器の耐久性及び構成部品の最適仕様
　③　用途に応じ効率的な運転方法の確立
　④　ＣＯ２ほか成果品のさらなる活用方法及び活用形態の探究
その他、事業化モデルの具現と新たな可能性の創造

１．CO2分離・回収技術
・機器性能及び耐久性の確認を継続している。
２．微細藻類培養技術
・脱水分離液の藻類培養への阻害効果の検証
⇒脱水分離液の藻類培養を阻害する要因があるが、PHの制御である
程度は無害化することが分かった。
・脱水分離液を使用したユーグレナ以外の藻類培養
⇒脱水分離液を用いて、クロレラ、クロロモナス、シゾンといった多種
有用藻類条件（最適条件の整理）を探求中。
３．汚泥可溶化技術
・機器性能及び耐久性の確認を継続している。

・引き続き、研究体（企業側）で更なる下水道資源の活用策を探求し、
技術普及活動を継続する。

廃食用油
から精製し
たバイオ
ディーゼ
ル燃料の
活用

環境部
循環型社会
推進課

・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
・高品質なバイオディーゼル燃料を精製できる装置の導入に向けた
調査研究

・清掃工場内の再生プラントでバイオディーゼル燃料を精製し、軽油
を混入しない１００％バイオディーゼル燃料として、市営バスやごみ収
集車等に使用している。　使用台数：１０台（上半期）
・NEDOより高品質バイオディーゼル燃料の精製装置について無償譲
渡を受けることができたため、装置の安定性や精製する燃料の安全
性を確認するための実証試験に向け、必要な法手続き等の準備を進
めた。

・清掃工場内の再生プラントでバイオディーゼル燃料を精製し、軽油
を混入しない１００％バイオディーゼル燃料として、市営バスやごみ収
集車等に使用する。　使用台数目標：１０台
・NEDOより無償譲渡を受けた高品質バイオディーゼル燃料の精製装
置について、装置の安定性や精製する燃料の安全性を確認するため
の実証試験を行う。

食品リサイ
クルの促
進

環境部
循環型社会
推進課

市内での食品リサイクルの促進に向けた情報提供や支援等の実施
市内での食品リサイクル業創業に向け、堆肥製造の実証実験を行
い、成分分析や出口戦略等の支援を行っている。

市内での食品リサイクル業創業に向け、公募により選定された事業者
が行う実証実験に対し、成分分析や出口戦略等の支援を行う。

①
バ
イ
オ
マ
ス
産
業
都
市
さ
が
の
構
築

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す
る。
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
く。

微細藻類
の培養に
よる資源創
出

環境基本計画に掲げる基本目標横断プロジェクトの取り組み

プロジェクト 担当部 担当課

平成３０年度の取り組み
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１.佐賀市
学校版環
境ISO

環境部
教育部

環境政策課
学校教育課

・各種研修会を実施する。
・全53校を訪問または書類で審査し、取り組みの状況を確認する。
・社会科副読本「くらしとごみ」を作成し小学４年生（附属小は3年生）
に配布する。
・子ども環境作品展を実施する。
・子ども環境活動発表を実施する。
・表彰事業（ISO活動が盛んな学校を表彰する）
・希望するすべての学校に対してISO認定校の看板を設置及び修繕
をする。
・小中学校の清掃工場見学時のバス借上料の一部を負担する。

・環境教育担当者研修会を実施した。（5/8　参加者51人）
・環境教育指導者研修会を実施した。（8/2　参加者14人）
・要望のあった学校のISO認定校の看板を製作をした。（4校）
・社会科副読本「くらしとごみ」を作成し小学４年生（附属小は3年生）
に配布した。
・15校を更新審査（訪問審査）し、取り組みの状況を確認した。
・小中学校が清掃工場を見学する際のバス借上料の一部を助成し
た。(14台分）

・36校を報告審査（書類審査）し、取り組みの状況を確認する。
・子ども環境作品展を実施する。（11/8～11/14　応募：ポスター464
点）
・子ども環境活動発表を実施する。（2/13　3校発表）
・表彰事業（ISO活動が盛んな学校を表彰する　3校）
・佐賀市学校版環境ISO制度について、要綱等を見直し、手続き等の
事務を簡素化することで取り組みやすくする。
・小中学生を中心とした環境教育が推進されるよう、例年の取り組み
を継続する。

２．佐賀環
境フォーラ
ム

環境部 環境政策課

・環境分野に関する講義を12回開催する。
・体験講座を2回開催する。
・現地見学会を1回開催する。
・打ち水イベントを開催する。
・さが環境フェスティバルに出展する。
・最終報告会を開催する。

・環境分野に関する講義を12回開催した。
　（延べ受講者数：　一般・法人231人　学生475人）
・ごみと自然環境をテーマに体験講座を各1回開催した。
　（延べ受講者数：　一般・法人9人　学生69人）
・現地見学会として、佐賀市下水浄化センターを視察した。
　（参加者：　一般3人　学生31人）
・地球温暖化対策の啓発として、平成打ち水夏の陣を開催した。
　（参加者：　約80人）
・さが環境フェスティバルに出展し、フォーラムの活動をPRした。（総入
場者数：11,506人）

・グループ型とインターンシップ型のワークショップを引き続き実施し、
最終報告会を開催する。（グループ型：3グループ　インターンシップ
型：3団体）

３．「トンボ
王国さが」
づくり

環境部 環境政策課

・自然観察会「さがの生き物さがし2018」
・トンボ写真コンクール　作品募集中
　入賞作品でカレンダーを作製予定。
・ミヤマアカネの保全活動実施
　小学校事前学習、草刈り、草搬出、観察会
・白石原湿原の維持管理を行う。

・自然観察会「さがの生き物さがし2018」を開催した
・トンボ写真コンクールを実施した
　　入賞作品でカレンダーを作製した
　　市立図書館で入選作品を展示した
・ミヤマアカネの保全活動実施
　小学校事前学習、草刈り、草搬出、観察会を行った
・白石原湿原の維持管理を行った
・さが環境フェスティバルで小冊子「さがしのとんぼ」を配布した

・引き続き、白石原湿原の維持管理を行う

環境部
循環型社会
推進課

・3Ｒの推進はもとより、バイオマスや自然環境など、様々な環境問題
が自分の生活と深く関わりのあることを実感してもらうための施設見学
を実施する。
・施設見学の機会が少ない中高大学生への環境教育のきっかけづく
りと、ごみ処理体験による意識高揚を目的とした職場体験学習の受け
入れ。

・市内外の小学生を始め、特別支援学校、大学、地域団体、企業・行
政視察等の施設見学を受け入れた。　見学者数：４，１５６名（上半期）
・施設見学者の都合や希望に合わせて、複数ある見学ゾーンの組み
合わせを臨機応変に行い、リピーターにも対応している。
・中学生の職場体験学習として、リサイクル工場での選別体験を受け
入れた。
　受入人数：３名（３日間）
・高校生の職場体験学習として、リサイクル工場での選別体験やエコ
プラザでの環境啓発講座等の対応体験を受け入れた。　受入人数：１
名（３日間）

・今後も、社会科見学の小学生を始め、各種団体の施設見学を受け
入れ、様々な環境問題が自分の生活と深く関わりのあることを実感し
てもらう。
・今後も、施設見学者の都合や希望に合わせて、複数ある見学ゾー
ンの組み合わせを臨機応変に行い、リピーターにも対応していく。
・今後も、職場体験学習を受け入れることで、施設見学の機会が少な
い中高大学生への環境教育の契機とし、体験を通した意識高揚を図
る。

環境部

環境政策課
循環型社会
推進課
バイオマス
産業都市推
進課
環境保全課

環境学習の拠点施設であるエコプラザの利活用促進と環境教育の推
進を目的として、3Ｒの推進はもとより、自然環境や生活環境、バイオ
マスなど、様々な環境問題をテーマとしたイベントやその他イベントを
実施する団体の誘致に努める。

エコプラザの利活用と環境教育の推進を目的として、各種団体等が
実施する環境イベントや環境講座等の誘致に努めている。
　誘致数：自然環境２イベント、その他１イベント（上半期）

エコプラザの利活用と環境教育の推進を目的として、各種団体等が
実施する環境イベントや環境講座等の誘致に努める。

環境部
循環型社会
推進課

エコプラザの再生ゾーンを中心に、3Ｒの推進と意識高揚を目的とした
各種講座やイベント等の実施。

エコプラザの再生ゾーンにおいて、リユース品やリペア品の販売を行
うとともに、３Ｒに関する講座やイベント（エコマーケット等）を開催して
いる。
　講座開催回数：４２回（上半期）
　エコマーケット開催数：５回（上半期）

エコプラザの再生ゾーンにおいて、リユース品やリペア品の販売を行
うとともに、３Ｒに関する講座やイベント（エコマーケット）を開催する。
　講座開催回数目標：８５回（年間）
　エコマーケット開催数目標：１１回（年間）

環境部
バイオマス
産業都市推
進課

バイオマスに関する内容を題材に、佐賀市の取組を紹介する教室を
開催し「バイオマス産業都市さが」の認知度向上を図るとともに環境学
習施設の活用を目指す。

小学校4～6年生を対象として藻類教室を開催し、バイオマスの取り組
み及び藻類について学んでもらった。二酸化炭素の活用と藻類につ
いて理解し興味を持ってもらう良い機会となった。
・7/31（18名）
・8/23（14名）　　各回清掃工場2階会議室

11/20及び12/15に大人向けのバイオマス教室を開催予定。現在参
加者募集を行なっている。バイオマス産業都市さがの取り組み（二酸
化炭素分離回収）を中心に説明と見学を行なう予定。少しでもバイオ
マス産業都市についての認知度が上昇するよう取り組む。

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。

４．環境学
習拠点施
設（エコプ
ラザ）にお
ける環境
教育

②
環
境
教
育
の
推
進
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②
環
境
教
育
の
推
進

５．佐賀市
環境保健
推進協議
会の取り
組み

環境部 環境政策課

・市内各校区自治会を実践本部とし、単位自治会を支部として組織
する「佐賀市環境保健推進協議会」が行う環境美化やごみ減量など
の実践活動や啓発活動への支援。
～以下、平成30年度の具体的な取り組み～
・先進地視察研修（7月）
・佐賀市環境保健推進大会（2月）
・環境保全、ごみ対策、健康推進の部会活動（各2回）
・各実践本部及び支部における活動（年間）

【平成30年9月30日までの取組状況】
・生活環境の保全及び浄化、健康で住みよいまちづくりに寄与するこ
とを目的として、佐賀市環境保健推進協議会及び各校区実践本部、
各支部の活動に対して補助金を交付することにより、地域住民が地域
の実情に合った環境保全活動や健康づくり等の活動を実践した。
・協議会活動として、環境保全や循環型社会の推進に関する視察研
修を実施した。（実施日：7/24　参加者：100人）
・環境保全、ごみ対策、健康推進の各部会において、活動を企画し、
実践活動を実施した。（企画：3回、参加者55人　実践活動：1回、参加
者：16人）
・その他、各校区実践本部及び各支部において、環境美化や健康づ
くりに寄与する活動を実施している。

【平成30年10月以降の取組計画】
・今後も継続して、環境保全等に関する事業を実施する。
・環境保全、ごみ対策、健康推進の各部会において、実践活動等を
実施する。（実践活動：5回　参加予定者：100人）
・佐賀駅周辺の路上喫煙禁止キャンペーンに参加し、路上喫煙禁止
区域について普及啓発を行う。（実施予定日：11/12　参加予定者：7
人）
・佐賀市環境保健推進大会を開催し、環境保全や健康づくりへの功
労者表彰と環境保全に関する講演会を実施する。（実施予定日：
2/13　参加予定者：800人）
・その他、各校区実践本部及び各支部において、環境美化や健康づ
くりに寄与する活動を実施する。

６．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

環境部 環境政策課

○東よか干潟ラムサールクラブ活動の運営を行う。
・クラブ員の公募（4月）
・野鳥観察、底生生物調査（東よか干潟）（5月）
・企画展について考える（諫早市干拓の里）（6月）
・水生生物調査（シギの恩返し米プロジェクト圃場周辺）（７月）
・アクトクリーン清掃活動、海岸漂着物調査（東与賀海岸）（8月）
・KODOMOラムサール湿地交流（荒尾干潟）（9月）
・東よか干潟写真展の準備（10月）
・干潟の生き物の標本作り（11月）
・野鳥観察、活動のまとめ（東よか干潟）（12月）
・KODOMOラムサール（南三陸町）（2月）

○小中学校による東よか干潟での学習に対する支援を行う。
・バス借り上げ料の一部を負担
・事前学習のためのパンフレット等の配布
・現地ガイドを手配し案内・説明を行うことによる効果的な学習を支援

◆東よか干潟ラムサールクラブの運営
・クラブ員：子ども（小4～中3）30名、大人10名
①5月　オリエンテーション、野鳥観察、干潟の生き物調査
②6月　施設見学（諫早ゆうゆうランド　干拓の里）
③7月　シギの恩返し米圃場の生き物調査
④8月　アクトクリーン（東与賀海岸清掃）参加、漂着ゴミ調査
⑤8月　東よか干潟拠点施設展示ワークショップ
⑥9月　KODOMOラムサールin荒尾干潟へ参加（1泊2日）

◆小中学校による東よか干潟での学習に対する支援
・支援実施校
①6月　鍋島小4年生
②7月　兵庫小6年生

◆東よか干潟ボランティアガイドの運営
　東よか干潟の価値や魅力を来訪者に伝えるためのガイドを育成す
るとともに、休日・祝日を中心に現地でガイド活動を実施した。
・ガイド数：26名
・ガイド活動日数：66日（4月～9月）
・ガイド利用者数：1,911人（4月～9月）

◆東よか干潟ラムサールクラブの運営
・クラブ員：子ども（小4～中3）30名、大人10名
⑦11月　東よか干潟写真展開催（市立図書館）
⑧11月　東よか干潟の生き物の標本作製
⑨12月　野鳥観察、東よか干潟の食を学ぶ、活動の振り返り、まとめ
⑩2月　KODOMOラムサールin南三陸町（予定）

◆小中学校による東よか干潟での学習に対する支援
・支援予定校
③11月　春日小6年生
④11月　川上小6年生

◆東よか干潟ボランティアガイドの運営
　東よか干潟の価値や魅力を来訪者に伝えるためのガイドを育成す
るとともに、休日・祝日を中心に現地でガイド活動を実施する。
　また、ガイド自身のスキル向上のため、講師を招聘しての講習会や
視察研修を実施する。

環境部
循環型社会
推進課

日常生活で気軽にできるごみ減量について実践してもらうことで、ご
み問題を身近なものとしてとらえてもらうための「高校生エコチャレン
ジ」の実施。

市内の高校を対象に、日常生活で気軽にできるごみ減量について、
任意の２週間取り組んでもらう「高校生エコチャレンジ」を実施した。
　参加者数：６４５名（私立高校４校）

今後とも、市内の高等学校に通学する高校生を対象に「高校生エコ
チャレンジ」を実施することで、ごみ問題を身近なものとしてとらえても
らう。

環境部
循環型社会
推進課

地域や事業所など、様々な場所での環境教育の場の提供を目的とし
た出前講座の実施。

・地域や事業所等において、3Ｒの推進やエネルギーの有効活用な
ど、市の取り組みを紹介する出前講座等を実施した。
　講座開催回数：７回（上半期）
・生ごみの堆肥化や古紙の分別による減量方法について、体験型講
座や相談・サポートを実施した。
　講座開催回数：３３回（上半期）

今後とも、地域や事業所等を対象とした出前講座を実施することで、
様々な場所での環境教育の場の提供に努める。

環境部
循環型社会
推進課

今後の環境教育のあり方や進め方等について協議する環境教育連
絡会議の開催。

環境教育連絡会議を随時開催し、今後の環境教育のあり方や進め方
等についても協議していく。

環境教育連絡会議を随時開催し、今後の環境教育のあり方や進め方
等についても協議していく。
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