
平成30年度第3回環境審議会　質問・回答一覧表
No. 資料Noページ項目 意見・質問 回答 担当課

1 1－① 1
コピー用紙購入
量の削減

「平成30年度上半期は、例年と同程
度の使用実績となっています」とあ
るが、表1の数値を見ると減少してい
ると思う。評価としては、同程度と
減少のどちらが正しいのか。
エコアクション推進手順に基づく両
面や集約によるコピー、使用済み用
紙の裏紙利用の徹底という活動で
は、継続的に購入量を削減すること
にどこかで限界がくるのではないか
と感じた。（取組みとしては良いと
思う。）
資料1-②　P3④“市役所自身のごみ
減量行動の推進 　(ⅲ)ペーパーレス
化の推進”　といった活動も効果が
あると思うので、購入量削減の施策
として記載や評価しても良いのでは
ないか。

どの程度の減少幅をもって「減少」と見なすか
であるが、平成27年度上半期が6,504,020枚で
あったので、「例年と同程度」と記載してい
る。数値的には減少している。
また、ご指摘のとおり、コピー用紙削減の取り
組みは、全庁で継続的に行っているため、いず
れ限界が来ることも考えられる。その場合は削
減ではなく、維持の方向に移行することが考え
られる。
ペーパーレス化の推進については、これまでど
おり、環境基本計画に掲げる施策の中で進捗管
理を行っていく。

環境政策課

2 1－① 2
職場排出物の抑
制

「燃えるごみ」でなく、「燃やすご
み」ではないか。資源物は増やすべ
きか、減らすべきか？

・「燃えるごみ」は、「化学的に燃焼可能なも
の」という意味にとらえられ、混入している資
源物（古紙類など）の分別をより一層促す意味
では、「燃やすごみ」がより適切な表現かと思
われる。
・古紙、古布、ビン、缶類などの資源物を再資
源化して新たな製品を作るには、新たなエネル
ギー消費が伴い、より経費もかかるため、３Ｒ
の優先順位としては、①リデュース（排出抑
制）、②リユース（再使用）、③リサイクル
（再生利用）となっている。

循環型社会
推進課

3 1－① 2
職場排出物の抑
制

取組みの目標値としては、総排出量
の抑制が目的かと思うが、各種類対
して抑制する目的値はあるのか。
H28年度からH30年度にわたって、
減っている種類と増えている種類が
ある。増えている廃棄物に対して、
抑制の取組みは考えているのか。

ごみの種類別に対する削減目標はない。
また、平成30年度上半期で増加したごみは有害
ごみ、ビン・缶、布類、新聞・チラシ、機密文
書である。特に大きく増加したのは有害ごみ、
布類、新聞・チラシである。これらは排出する
タイミングで数値が変化するため比較が難しい
が、内部環境監査等により振り返りを促すな
ど、引き続き既存の環境マネジメントシステム
内で抑制に努めていく。

環境政策課

4 1－① 2
施設エネルギー
使用量の削減

エネルギーの量が増えた部署はどこ
か？割合が増えた部署はどこか？

H29上半期と比較し、エネルギー使用量が増えた
部署は、大きい順に①経済部②教育部③総務部
である。要因は、①ちどりの湯を今年度から計
上したこと及び歴史民族館を幕末維新博覧会サ
テライト会場として使用したため、②小中学校
への空調の新設のため、③猛暑による庁舎の空
調使用の増のためである。
割合が増えた部署は、大きい順に①子育て支援
部②建設部③経済部である。
要因は、①猛暑による児童クラブや保育所等の
空調使用の増のため、②石塚雨水ポンプ場新設
のため、③ちどりの湯を今年度から計上したこ
と及び歴史民族館を幕末維新博覧会サテライト
会場として使用したためである。

環境政策課

5 1－① 4
自動車燃料使用
量の削減

ここの軽油と図２の軽油は同じか、
違うか。

自動車の燃料として使用されたか、施設運営に
係る燃料（清掃工場の重機等）として使用され
たかの違いである。

環境政策課

6 1-① 4
自動車燃料使用
量の削減

「7月の豪雨災害発生に伴う走行距離
の増加等」とあるが、何の車が何の
目的で走行距離が増加したのか意味
不明。また、表4のガソリン車の燃費
が11.5ｋｍ／ℓというのは燃費が悪す
ぎるのでは？車種や排気量は？

パトロールや災害発生時の現地確認等、主に総
務部・建設部の車両の災害対応による走行距離
の増加である。
富士・三瀬地区等、広い山間部を走行する四駆
車（ランドクルーザー等）やミニバン（セレナ
等）を使用していることが一因ではあるが、年
式の古い公用車が多いので、買い替えが促進さ
れるよう努めたい。

環境政策課



No. 資料Noページ項目 意見・質問 回答 担当課

7 1－① 5
環境法令の遵守
状況

提出期限が守れていないことは重大
問題と思われるが、処分は？

提出期限が守れなかった部署(上下水道局)の担
当者によると、期限は把握していたがデータ整
理等に時間がかかっていたため、提出期限前に
提出先の経済産業省へ提出が遅れる可能性を伝
え、了承をもらっていたとのこと。特に処分等
はなく、後日受理された。
なお、上下水道局に対しては、内部環境監査で
本件の指摘をしており、次年度は確実に提出で
きるような体制の構築をお願いしているところ
である。

環境政策課

8 1－① 1
全庁共通の取り
組み

削減だけでなく目標値を定めるべき
である（1％減など）。経費削減も目
標にすべきである。

佐賀市環境マネジメントシステムはプロセスを
重視するISO14001を基に独自のシステムを構
築・運用し、継続的な改善を図ることを目的と
している。目標値は部門が主体的に定めてお
り、部門単位でPDCAサイクルを回しているが、
全体の目標として一つに集約することはできな
いので、全庁共通の取り組みについては数値と
しての評価は行わず、環境マネジメントシステ
ム全体として成果指標で評価を行っている。
なお、温暖化対策の面では、「第2次佐賀市地球
温暖化対策実行計画（事務事業編）」におい
て、市の事務・事業に伴い発生する温室効果ガ
スの総排出量の削減目標値を定めているので、
施設エネルギー使用量については、参考として
追加資料を作成している。
経費の削減については、環境保全と対立する状
況の場合に、環境部局としては経費削減よりも
環境保全を優先すべき場合も想定されることか
ら、経費削減は目標にしない。

環境政策課

9 1－① 5 数値目標
31年度は数値目標を決めるべきであ
る。

前段で述べたとおり、これまでの部門単位での
数値目標での運用としたい。

環境政策課

10 1－② 1
自転車利用の促
進

佐賀市自転車利用環境整備計画の概
要と現状調査に対する改善方針につ
いて教えてほしい。

整備計画は、佐賀市内での自転車利用者を対象
に10年の計画期間で、自転車の安全、便利、快
適かつモラルを意識できる走行環境の実現を目
指すために策定している。
自転車利用者の拠点となる施設や利用ニーズ、
整備の必要性が高い道路を選定しなおし、自転
車道や自転車専用通行帯の整備を進める。ま
た、自転車利用空間を示す色やピクトグラムな
どを統一していく。

道路整備課

11 1－② 1
再生可能エネル
ギーの普及推進

啓発について、何を目的・目標とす
る啓発か？小水力発電普及を目指す
には水利権等の問題があると思われ
るが、現状はどのような状態かの把
握はできているか？改善の見込み
は？

洞鳴の滝ふれあい館は小水力発電設備及び太陽
光発電設備を備えた施設であり、市民に「再生
可能エネルギー」を身近に感じ、関心をもって
もらうことを目的とした啓発を環境学習等の機
会に行っている。
水利権については、佐賀市の河川はほとんどが
１級河川となり、小水力発電設備設置の高い
ハードルとなる。
また、佐賀市の河川は水量や落差が十分な場所
は少ないので小水力発電設備の設置は容易では
ないが、国や県等の情報を発信できるよう情報
収集に努めたい。

環境政策課

12 1－② 2
市役所自身の再
生可能エネル
ギーの活用

「バイオマス市場調査」とはどのよ
うなことを調べる調査なのか？

消化ガス発電の燃料（ガス発生源）として活用
できるなど、エネルギー資源として高いポテン
シャルを有しながら、未だ市内に潜在している
有用資源の掘り起こしと賦存量を調査するもの
である。

下水エネル
ギー推進室

13 1－② 2
廃食用油の新た
な利用方法等の
検討

ＮＥＤＯより譲渡された高品質バイ
オディーゼル燃料精製装置はどのよ
うな点が優れているのか教えてほし
い。

既存のバイオディーゼル燃料（ＢＤＦ）は、新
型ディーゼルエンジンに適応していませんが、
譲渡された精製装置は、軽油と同等質の高品質
バイオディーゼル燃料を精製することができま
す。現在、この新技術の実用化に向け、広島の
企業と共同で研究事業を行っています。

循環型社会
推進課



No. 資料Noページ項目 意見・質問 回答 担当課

14 1－② 2
家庭ごみのリ
ユース推進

リユース品の無償譲渡会の開催時期
はいつ頃か？人の流れ、次期に沿っ
た開催時期となっているのか？
大学の活動（ぐるりんネット）との
リンクは可能か？ごみカレンダーに
情報はリンクしているか？捨てる人
と拾う人の情報交換の場の利用状況
は如何か？

・無償譲渡会については、平成２８年度以降は
行っていない。これは、無償譲渡会の人気があ
まりにも加熱したこと、また、それに伴い、譲
渡された物品が短期間で再廃棄されるという事
例が多くなってきたこと等が主な要因である。
無償譲渡会を通して、まだ使える物が廃棄され
ている現状を知っていただき、本当に必要な人
に再使用していただくことで、環境意識を育む
ことを目的として実施していたが、本来の主旨
が十分に伝わらない現状があったため、現在は
リユース品としての販売や有料レンタルなどを
中心に行っている。
・ぐるりんネットのリユース活動はとてもいい
活動であり、エコプラザでは各種３Ｒ事業を
行っているので、お互いに相乗効果の持てるよ
うなリンクができればと思う。
・ごみカレンダーは、収集日と分別についての
情報冊子であるため、紙面スペースが限られる
が、エコプラザでのリユース品販売等について
の記載はある。
・「譲ります・求めます」の情報交換の場は、
利用登録者が減少し続けているのが現状。近年
は、インターネットを活用した様々なサイトが
あるため、そちらの利用者が増加しているよう
である。

循環型社会
推進課

15 1－② 2
事業系ごみのリ
サイクル推進

「食品リサイクル業創業に向けた堆
肥製造の実証実験実施」とあるが、
近年の飼料不足高騰問題（小魚や飼
料作物）を受ける形で廃棄バイオマ
スからの短期的なタンパク質製造の
選択肢の一つとしてハエ(イエバエ、
ニクバエ)を利用する技術が日本や諸
外国（アメリカ、カナダ等）で開発
検討されている。日本の企業(株式会
社ムスカ)による平成31年度の佐賀環
境フォーラム講義での講演を予定し
ている。開発途上の部分もあると思
うが、今後の選択肢の一つとして検
討されてはどうか。

情報提供ありがとうございます。
現在、佐賀市内には食品リサイクル業者が１社
もないことから、事業系焼却ごみの減量とリサ
イクルの推進を目的として、食品リサイクル業
創業に向けた支援事業を行っている。
廃棄物系バイオマスも有用な資源やエネルギー
になり得ると認識しているので、その多様な利
用用途についても情報収集に努めたい。

循環型社会
推進課

16 1－② 2
ごみの排出等に
関する事業者の
意識啓発

生ごみ減量を行う人がのメリットを
感じられる状況にあるか？生ごみ減
量を推進する人が不便と感じること
はないか？生ごみ減量を推進する人
のメリットを増し、障害を減らす方
策は実施されているか？

事業系の生ごみについは、全国的に、民間のリ
サイクル料金よりも自治体の搬入手数料が低い
という傾向があるため、コスト面において排出
事業者がメリットを感じることができないのが
現状ではないかと思う
これは、自治体のごみ処理経費が決して安いと
いうわけではなく、実際には莫大な費用がか
かっているが、応分の搬入手数料になっていな
いという現状がある。
事業系ごみのリサイクルの推進のためにも、適
切なごみ処理手数料の算出が必要であり、佐賀
市としてもこのことは課題であると認識してい
る。

循環型社会
推進課

17 1－② 3
ごみ減量に関す
る学習会の場の
整備

最近、施設見学に中国からの見学者
が増加していると聞くが、中国から
の見学者対策はなされているのか？

中国からの修学旅行（学習＆観光）としてのツ
アー客層の見学が増加している。
ツアーには通訳の方が添乗されるため、できる
だけ簡単な日本語を使用し、通訳を介して見学
していただいている。
今後もこの需要は継続すると思われるので、観
光会社に事前に施設概要等をお渡しし、通訳の
方に事前学習をしていただいたり、国際交流員
等の協力を得ながら、概要資料の中国語表記を
行う等の対策が取れればと考えている。

循環型社会
推進課

18 1－② 4
多自然型護岸の
整備

多自然型護岸整備推進を実施する
際、推進のハードルとなる事象は何
か？

多自然型護岸を整備することについてはハード
ルはないが、整備後の維持管理（除草・伐採
等）にコストがかかる。また、住民等からの草
の繁茂等の苦情が増加する。

農村環境課
河川砂防課



No. 資料Noページ項目 意見・質問 回答 担当課

19 1-② 4
特定外来生物の
除去による水路
の機能保全

農村環境課の取り組みで、ナガエツ
ルノゲイトウの除去について、今後
は「寒くなり沈静化すると想定して
いる」とあるが、本種は多年草で確
かに冬場は枯れて存在が分らなくな
るが、越冬した部分が春に芽を出し
成長し、再び繁茂する。春に芽を出
した時点で見つけ次第除去しなけれ
ば、毎年同じことの繰り返しにな
る。

ご指摘のとおり冬場は目立たなくなるが、巡回
除去により見つけ次第除去を行っており、今後
も早期発見・早期除去に努めたい。

農村環境課

20 1-② 4
特定外来生物の
除去による水路
の機能保全

建設部の取り組みで「ブラジルチド
メグサについて除去処分を行い、繁
殖拡大を防いだ」とあるが、この冬
に国道444号線沿いのクリークに生え
ていたとの情報を得た。離れた場所
に数群落あったらしく、残っていた
種子で繁殖したものではないか。小
さな群落が点在するこの時期であれ
ば、ピンポイントで除去可能では？
毎年増えてから除去するよりも、こ
の季節に点在するものをできるだけ
除去する努力をしたほうが効果的で
ある。しかし、行政は繁茂してから
でないと予算を付けることができな
いとの立場と聞いた。費用対効果を
考えれば、繁茂する前のこの時期に
見つけ次第除去するのが最善策では
ないか。このやり方を続ける限り根
絶は不可能であり、税金の無駄遣い
が続くだけである。

ブラジルチドメグサは、年間を通して業者委託
による大きな群落を除去する繁茂除去と、毎月
パトロールを行い小さな群落を見つけ次第除去
する点在除去を同時に行っている。これらの対
応により、以前の様な大繁茂を防ぐことができ
ているが、ご指摘のとおり、小さな群落を見落
としている箇所もある。引き続き、点在除去を
重点的に行い対応していきたい。

南部建設事
務所

21 1－② 4 農用地の保全
管理状況の把握(地域、規模)はでき
ているのか？

農業振興地域整備計画のうちの農用地利用計画
により把握し、農用地区域内農地の確保に努め
ている。

農業振興課

22 1－② 5
グリーンツーリ
ズムの推進

受け入れのキャパは増やせる状況な
のか？グリーンツーリズムのニーズ
がある地域はあるか？（佐賀市、福
岡市？）
ジビエの供給について、福岡市のジ
ビエ専門の店が紹介されていたが、
ジビエの都市部への供給は可能か？

・受入を行う施設等ごとにキャパが異なります
ので、確認や調整が必要となりますが、若干の
増員は可能と考えている。
・平成29年度市主催の「食と農体験交流ツ
アー」参加者の状況としては、市内88％、県内
2％、県外10％（福岡県）。
・西山田農園では、佐賀県北部で捕れた天然い
のしし肉を販売しており、都市部への供給（発
送）も可能である。

農業振興課

23 1-② 5
生態系が豊かな
自然環境の保全

白石原湿原の保全のことが毎年掲載
されているが、維持管理は地元団体
及び業者に委託とある。生物多様性
の保全の状況を担当部署は把握して
いるのか。

定期的に状況を確認し、維持管理について関係
者と調整を図っている。また、当湿原の様子や
観察された生き物の写真を市のホームページに
掲載し、随時更新している。

環境政策課

24 1－② 5 干潟の保全
海岸漂着物対策について、海岸漂着
物の状況把握・分析はなされている
か？

漂着ゴミのほとんどが自然系の葦等であり、主
に筑後川から海域に流出したゴミが潮流により
有明海湾奥部の東与賀海岸に漂着するものと思
われる。
これらのゴミは、漁業活動や景観への影響の
他、特に東よか干潟においては野鳥や干潟の動
植物への影響も懸念されるところであるが、平
成30年は延べ1,800人（市把握分のみ。市職員清
掃を含む。）のボランティアが清掃活動を実施
するなど、漂着ゴミに対する住民の意識は高
まっているものと思われる。
海岸漂着物対策については、沿岸部だけではな
く、有明海に流入する河川の流域全体での取り
組みが不可欠であり、今後とも「森、里、川、
海」が一体となった取り組みの推進が必要と考
えている。

環境政策課



No. 資料Noページ項目 意見・質問 回答 担当課

25 1-② 6

自然環境と調和
した都市づくり
（住民主体の環
境保全等のルー
ルづくりについ
て）

「市民からの要望なく実績なし」と
あるが，市民の無関心がそもそも問
題では？「今後も必要に応じてルー
ル作りを支援する」という今後の見
込みは、要望がなければ今後も取り
組まないということである。行政側
がリードして「自然環境と調和した
都市づくり」を提案していくべきで
はないか。

地区計画とは、一定の地区における建物等の形
態や意匠に法で定められた規制を設けること
で、地区の特性に応じた良好な環境の整備や保
全を行うための制度であり、土地所有者に対し
土地利用を制限しているものである。
そこで、本市では基本的に住民の発意、要望等
の基に進めることが望ましいと考えている。
今後も引続き、制度に関心を持ってもらえるよ
うに、パンフレットやホームページを通した情
報提供や啓発を行い、要望等があった際には、
自然環境と都市が調和したまちづくりについて
環境を所管する環境政策課と当課とが連携して
支援を行いたい。

都市政策課

26 1－② 7
空家等の適正管
理

空家及び空家予備軍の調査や配慮行
動の推進状況はどうなっているの
か？

平成28年度に市内全域を対象とする空家実態調
査を実施済。空家所有者へは、固定資産税の納
税通知書へ空家に関するチラシを同封、空家問
題に関する出前講座の実施、平成31年2月の空家
シンポジウム・無料相談会の実施などで注意喚
起を図っている。

建築指導課

27 1－② 7 清掃活動の推進 誤字あり 美化k津道→美化活動の誤り

28 1－② 7
水質汚染への対
応

4月と9月に発生した油流出事故の原
因は何か？（突発的か恒常的問題
か？）

4月は油ではなく界面活性剤が不法投棄されたこ
とが原因であり、突発的なものである。
9月の油流出は、発生源がなく突発発生している
ことから、不法投棄によるものと考えられる。

農村環境課

29 1－② 7
家畜排泄物法に
基づく適正管理
の指導

農地への適正還元を推進する施設
（発酵熟成施設？）の受け入れ体
制、規模はどのような状況になって
いるのか？

家畜排泄物を発酵・熟成させる堆肥化施設につ
いて、各畜産農家は自分の所有している施設を
活用している。そのため、外部から排泄物の受
け入れは行わず、各畜産農家の経営規模に応じ
た範囲で活用している。

農業振興課

30 1-③ 2
トンボ王国佐賀
づくり

近年、佐賀のトンボは激減し、かつ
てのトンボ王国は崩壊している。原
因は農薬の影響が強く疑われる。そ
のことについての問題意識が感じら
れない。

農薬取締法により、農林水産大臣は農薬の登録
や安全性等に関する科学的知見の収集・分析等
を行うとされている。
一部の農薬がトンボをはじめとする生物に影響
を及ぼす可能性については認識しているが、同
法や生産者への影響を鑑みて、市が独自に規
制・制限することは、現状では難しいと考えて
いる。

環境政策課

31 1-②
全
体

環境基本計画の
施策の取組状況
について

各項目で優れた項目や問題となる項
目に印をつけてほしい。

32
1－②
1－③

全
体

環境基本計画の
施策の取組状況
について

各施策に対して、上半期の取組みが
どれ程達成しているのか達成度合い
（年度の目標に対しての達成率、進
捗率）が数値化してあれば、第三者
はより取組み状況を把握し易いかと
思う。

次回(30年度年間)報告分から、取組に対する達
成状況を判断するための評価（担当課の自己評
価等）を記載するなど検討したい。

環境政策課


