
質問回答一覧表 令和2年度第1回環境審議会

No. 資料 ページ 項目 意見・質問 回答 回答課

1
1-1、

2
1、

3～4
成果指標の見直

しについて

・施設エネルギー使用量の削減について
指標を電力使用量から温室効果ガス排出量
（削減量）に変更されるとのことですが、電力契
約先の排出係数に依存すると思われます。（実
際に令和元年度は九州電力の排出係数が大き
く改善され、逆に荏原環境プラントの排出係数
が悪化している）
佐賀市の活動として、温室効果ガス排出量削減
の具体的取組みとして省エネ活動を実践される
と思いますが、電力の排出係数の影響が大き
いと思われますので、省エネ活動の効果より
も、排出係数の少ない電力会社との契約をして
いくことの方が影響は大きく、活動の成果を正
当に評価できないのではないかと思います。電
力使用量は把握できる訳ですので、佐賀市が
実践する省エネ活動を結果として反映できる
（管理できる）指標とするべきではないでしょう
か。

成果指標の「電力使用量」及び「温室効果ガス排出量」とは、市域内の活動に伴うものです。電
力事業が自由化されて以降、電力の供給業者が九州電力以外の新電力会社にも広がっている
ため、市内の電力使用量を正確に把握することは困難な状況です。そのため、温室効果ガス排
出量（国の統計データ等を基に按分して市域の排出量を算定）という指標に切り替えておりま
す。

なお、市役所の「施設エネルギー使用量」は、環境マネジメントシステムにおいて毎年度状況を
把握し、評価を行っております。ご指摘のとおり、温室効果ガス排出量は電力の排出係数の変動
に左右される部分が大きいため、排出量の推移のみではなく、エネルギー使用量（電力、ガス、
軽油等）の推移を確認し、省エネにつながるよう取り組んでいきます。

環境政策課

2 1-1 3
環境部の取り組

み紹介

・PLANET ACTIONについて
とてもいい取り組みだと思います。今後も継続し
て行い、市民のお手本となっていただきたいで
す。
このような取り組みを行っているということを市
民にも周知させることにより環境に対する意識
を挙げることが出来るようになるのではと思いま
した。

本取組は新聞でも取り上げていただき、現在、国が進める世界的な海洋プラスチック対策のキャ
ンペーン「プラスチックスマート」のHPにも掲載を依頼しているところです。今後も引き続きイベン
ト等を通じて周知と実践に努め、率先して海洋プラスチックに対応していきたいと思います。

環境政策課

3 1-1 3
環境部の取り組

み紹介

・環境パネル展
このイベントの来場者数、イベントを実施したこ
とでどのような効果があったと考えられているか
ということを知りたいです。

①来場者数
　常に会場に職員を置いていたわけではなく、数をカウントしておりませんでしたので、来場者数
は不明です。
②イベント実施の効果
　海洋プラスチックごみ問題及びエコバッグ（マイバッグ）に関するお問合せについて市民から多
数いただきました。特に、「マイバッグキャンペーン」というエコバッグを先着300名に配布するイベ
ントについては、新聞の告知もあり大いに盛り上がりました。イベント後も、市民から沢山のお問
い合わせをいただきました。
　また、本取組はマスコミの反応も良く、少なくとも５社のテレビや新聞に取り上げていただきまし
た。7/1からのレジ袋有料化が、本取組への興味・関心を高めたと考えられます。
　このことから考えられる効果としては、実際に会場にお越しいただいた方以外にも、様々な媒
体により本取組を紹介してもらえたことで、海洋プラスチックごみ問題やエコバッグに関する関心
を高めてもらえる機会を創出することができたと考えております。

環境政策課
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No. 資料 ページ 項目 意見・質問 回答 回答課

【循環型社会推進課】
外出自粛期間中については、佐賀市エコプラザにおいて中止した講座があったため、講座内容
等の動画配信を行いました。また、各種講座やイベント情報などは、市報、HP、チラシ配布等が
中心であるため、今後はSNS等を活用した情報発信についても行っていきたいと考えています。

【バイオマス産業推進課】
企業等との情報交換については、Web会議システム（Teams、zoom）を導入し対応しています。ま
た、講演依頼に対して、Web会議システムによる講演が可能な場合は、システムを通じた講演を
行っています。

【環境政策課】
生態系の保全に関しては、自然観察会等において現場で本物を見て、触れ、体感することが子
ども達の学習等において効果的と考えていますが、その上で今般の状況を鑑みますと、Web利
用は非常に有効な手段であると考えています。そのため、生物多様性の保全につながる
Youtubeを活用した情報発信や、在宅での学習機会を提供するためのホームページへの素材の
掲載を行う予定です。また、Web会議システムを活用した講演会の開催や全国の子ども達との交
流などについても、実施に向けて検討していきたいと考えています。

5 1-3 1
再生可能エネル
ギーの普及促進

【1-2(1)②】
”木質バイオマスの有効利用について”バイオ
マス量の分布状況、利用可能性、循環サイクル
時間、費用について教えてください。

〇分布状況
　佐賀市内の人工林（杉、檜）の材積量は約566万㎥で、このうち約91％が標準伐期齢（木材とし
て収穫可能な樹齢、スギは35年生）を超えています。
〇利用可能性
　2,000ｋW級の木質バイオマス発電事業では、年間約25千㎥のチップが必要と言われ、これをＣ
Ｄ材（建築材に使えない木材）で供給するとした場合、木材の生産量としては約83千㎥が必要と
なりますが、この量は、市内の材積量の1.5％に満たない量であり,賦存量は十分です。また、国
は他の再生可能エネルギーと比べて木質バイオマス発電のFIT価格を高く設定して後押ししてい
る状況となっています。
〇循環サイクル時間
　スギの標準伐期齢の35年で主伐により更新する方法を1サイクルとすると、年間約16万㎥（566
万／35年）の供給が可能となります。また、現在早期に収穫可能な早成樹が開発されており、こ
れを更新植樹した場合には、さらに多くの供給が可能となります。
〇費用
　傾斜など山地の状態や作業の方法等によって費用はそれぞれ異なっておりますが、植林から
育林に150万円、皆伐に300万円程度が、1㏊当たりに要する大まかな目安となります。

森林整備課

6 1-3 1
再生可能エネル
ギーの普及促進

【1-2(1)②】
”下水浄化センター発電自給率”について、増加
余地と増加可能性、コストは？

現在、下水浄化センターの発電自給率は、約４０％となっています。
今後の増加分としては、地域バイオマス等の受入れにより、発電自給率５８％を目指して取り組
んでいます。現在、衛生センターのし尿等を受入れるための準備をしており、施設整備は、現在
設計中です。なお、概算事業費で、現処理方式で整備した場合と下水道で処理する場合の比較
として、事業費で約１１億円、維持管理で約７千万円の削減効果があると見込んでいます。

下水エネルギー推進室

1、51-3

・低炭素・先進技
術の導入

・生物多様性の
保全

【1-1(3)①, 3-3(3)②】
全般コロナ禍の影響から広報・交流へのWeb利
用について対応強化状況はどうなっています
か？

循環型社会推進課
バイオマス産業推進課

環境政策課
4
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No. 資料 ページ 項目 意見・質問 回答 回答課

【浄水課】
発生汚泥の循環サイクル短縮化は検討しておりません。

【下水エネルギー推進室】
〇循環サイクルの短縮化について
　堆肥の製造について、品質確保をするために、45日の発酵期間が必要であり、サイクルを短縮
することは困難です。
　
〇他のバイオマスの受入れについて
　受け入れるためには、事業者と共同研究を実施し、下水道事業に有益であることを確認する必
要があります。また、受入れ方法など、下水道管を利用して受け入れることとなるため、事業者
が近隣のポンプ場まで専用管を設置してもらうなど、費用負担等の協議が整えば、受入れは可
能となっています。

【農村環境課】
具体的な数値目標を設定していないので、数値管理しておりません。

【河川砂防課】
・市内の河川・水路の全体の水底に堆積した土砂の量については把握しておりません。
・毎年、春秋の河川清掃及び雨水幹線の浚渫で約2千㎥程度の土砂を処理しております。

9 1-3 3
清らかな水辺の

確保

【3-1(2)③】
水草の発生量はどの程度で、処理方法、処理
達成割合（％）はどの程度か？

・水草の発生量については、職員や委託業者による定期的な巡回、自治会等の協力により繁茂
状況の把握に努めており、早期発見と迅速な除去を行っているが、昨年度の除却面積は約
36,000㎡になります。
・処理方法については、集積場へ運搬し、洗浄・焼却処分を行っています。
・処理達成割合については、作業後、数か月経つと再び繁茂し、同じ箇所で再度作業を行うこと
があるため、達成割合は算出が困難です。

環境政策課

10 1-3 3
豊かなみどりの

確保

【3-2(1)③】
森林環境保全上適正な利用量に対して、どの
程度(%)の利用利用量か？

【森林整備課】
　森林環境保全上の適正な利用量や面積等の基準は無いが、平成30年度の佐賀市内の素材
生産量（木材生産量）は、年間約13千㎥で市全体の材積量の約0.2％に留まっています。
　森林の公益的機能の維持に関しては、木材を利用した量ではなく、間伐などの整備面積で評
価しますが、木材価格の下落や林業従事者の不足により森林整備は十分に進んでいない状況
となっています。（5年間の平均整備面積は約190㏊で、市の人工林面積の2％弱であり、10年に
一度整備する場合の10％と比較しても十分ではありません。）
　今年は新型コロナウイルスの影響により、更に木材価格が下がっており、厳しい状況ではあり
ますが、皆伐や間伐による森林の更新を進め、森林環境の保全に努めていく必要があります。

森林整備課

1-37

農村環境課
河川砂防課

３Rの推進啓発2
浄水課

下水エネルギー推進室

【2-1(3)④(ii)】
上下水道局の発生汚泥の循環サイクル短縮化
と他のバイオマス等の受け入れ可能性につい
て教えてください。

【3-1(2)①】

全体と平均の底泥処理量(m
3
)はどの程度か？

全体の何％程度処理できているか？

清らかな水辺の
確保

31-38
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No. 資料 ページ 項目 意見・質問 回答 回答課

11 1-3 3
豊かなみどりの

確保

【3-2(1)④】
間伐材の発生量、全発生量に対する利用率、
間伐材利用のコストは？

　間伐には「搬出（利用）間伐」と「切捨（未利用）間伐」があり、ほとんどの人工林が十分に成長し
ている近年は、搬出間伐の方が多くなっております。
　平成30年度の間伐の実績について、搬出間伐は約110ha、切捨間伐は約35haとなっており、搬
出した間伐材の量については、約9千㎥となっています（切捨した間伐材の量は不明）。
　なお、搬出した間伐材については、皆伐した木材と同様に利用されています（搬出間伐には多
くの補助金が支給されており、本来の施業コストに関係なく、皆伐した木材と区別なく取引されて
います。）。切捨間伐の木材は、現状の制度では採算が見込めないことから利用されておらず、
利用した場合のコストも不明となります。

森林整備課

12 1-3 4
豊かなみどりの

確保

【3-2(3)④】
”グリーンツーリズム”の市内外からの参加者割
合は？
イベントの運営状況、サポート体制は十分か
（人的、金銭的に）？

・市主催の食と農体験交流ツアーでは、参加割合が市内が約８割、市外が約２割程度ですが、
農林漁業者が行う体験交流活動では、事業規模、開催場所、広報手段等の違いにより、市外参
加者の割合は約１割から約７割と開きがあります。
・民間の農林漁業者が行う体験交流活動については、将来的に、自主的、計画的、継続的に活
動していけるよう、同一テーマについて３年を限度に助成制度を活用できることとしております。

農業振興課

13 1-3 4
生物多様性の保

全

【3-3(2)①】
「みつせ高原キャンペーン」はグリーンツーリズ
ムと参加人数は同程度であるが、どのようなイ
ベントへの参加者か？

期間中に「みつせ高原キャンペーン」の参加店舗で、お食事、お買い物をされた方を対象とした
スタンプラリーを実施しています。スタンプ3個以上集まれば、三瀬の特産品などが当たる抽選へ
の参加対象となります。スタンプの数に応じて抽選対象となる賞品が異なります。
※R1年度：R1.7.13～12.31（参加者1419人）

観光振興課

14 1-3 5
身近な生活環の

保全

【4-1(1)⑤】
「空き家」について、問題の発生件数、問題の種
類、解決率について教えてください。

＜Ｈ31（Ｒ1）実績＞
(空き家)
【問題の発生件数】85件(適正管理文書送付数)
【問題の種類】空き家の樹木繁茂や老朽化
【解決率】36％(31件＜対応済件数＞/85件＜文書送付数＞)
(空き地)
【問題の発生件数】24件(適正管理文書送付数)
【問題の種類】空き地の樹木繁茂
【解決率】41％(10件＜対応済件数＞/24件＜文書送付数＞)

都市政策課

15 1-3 6 地域環境の保全
【4-3(2)③】
堆肥化、および散布の進捗状況（％）は？

目標値を設定しておりませんので、取り組み状況を回答いたします。
取り組み計画に記載しております耕畜連携助成については、全ての対象となる農業者に周知を
行っている状況です。また、令和元年度に取り組みが行われた面積は、助成対象となる農地面
積240ｈａのうち、堆肥散布が行われた面積が72ｈａで、約30％で取組が行われている状況です。

農業振興課

16 1-3 6 地域環境の保全
【4-3(2)④】
稲わら、麦わらの有効活用状況は？

稲わらは、発生量のうち約95％が有効活用されており、麦わらでは発生量のうち約90％が有効
活用されております。具体的な活用例は、水田への鋤きこみ、家畜の敷料、樹園地や畑での活
用となっております。

農業振興課

17 1-3 1

【※横断プロジェク
トシート】

①ごみ焼却から生
み出す電力の活用

「ごみ焼却電力」で、電力の地産地消によって
見込まれる送電ロス低下による節電効果の数
値化は可能でしょうか？

送電ロスは電源地と消費地が近くなることで理論上は低下すると考えられますが、実際には電
源地や送電経路が多種多様であるため、地産地消に伴う節電効果としての数値化は困難だと
考えています。参考までに、九州電力では電圧別の送電ロスの数値を公表していますが、距離
別の数値は含まれておりません。

循環型社会推進課
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No. 資料 ページ 項目 意見・質問 回答 回答課

18 1-3 1

【※横断プロジェク
トシート】

①微細藻類の培養
による資源創出

二酸化炭素供給量の増加について、回収した
二酸化炭素の利用率の増加状況、今後の見込
みについて教えてください。

令和2年2月から新たに進出した植物工場にも二酸化炭素の供給を開始したことから、供給量は
増加しており、利用率は最大で50%となっています。今後、清掃工場北側には藻類培養施設の進
出が予定され、また他の植物工場等の進出に関する相談もあっていることから、企業進出に伴う
供給量の増加が見込まれます。

バイオマス産業推進課

19 1-3 1

【※横断プロジェク
トシート】

①食品リサイクル
の促進

「堆肥製造の実証実験、もみ殻の処理」で、食
品・農業バイオマスの集配システムと堆肥化の
場所の確保について教えてください。

食品リサイクル実証実験事業は、佐賀市一般廃棄物（ごみ）収集運搬許可業者が行いました。そ
の収集業者が契約している事業所から発生する生ごみ等の一部を利用し、佐賀市清掃工場南
部中継所において堆肥製造の実証実験を行ったところです。現在事業化に向けた検討をされて
いますが、新型コロナウイルス感染症の影響で遅れています。

循環型社会推進課

20 1-3 3

【※横断プロジェク
トシート】

②その他の環境教
育

「緑化教育」とはどのようなものですか？

幅広い世代に対し、緑に親しみ、緑を育む機会を提供する事業や、緑化することの意義（防災や
環境保全、癒し等）を学ぶため事業を各課で実施しています。具体的には、保育所や幼稚園で
の花植え体験や小中学校での植樹活動、グリーンカーテンの設置、公民館での出前講座や地域
のリーダー養成講座、環境保全活動の支援などです。

環境政策課

21 2 7～9
（2）令和元年度
内部環境監査実

施結果

・内部環境監査実施結果について
不適合、改善の提案、ストロングポイントの件数
が記載されていますが、前年度や過去の内部
監査実施結果との比較があった方が、本年度
の内部監査の妥当性やEMSの状況がどうなの
か、第三者は分かり易いかと思います。
結果が何を表しているのか、よくわからないと思
います。
（多いのか、少ないのか、EMSは妥当なのか…）

内部環境監査は3年で全部署を一巡するよう計画しております。毎年度実施する課や課数が変
動することに加え、所管施設の有無等、課によって要求事項も変わるため、数字での比較が大
変難しい状況となっております。
昨年度の監査結果を端的にお示ししようと今回新たに件数を表してみましたが、結果としてわか
りづらくなってしまったようです。前回の監査結果の改善度は事務局で確認しておりますので、今
後は数値に限らずわかりやすい資料作成に努めていきます。

環境政策課

22 2 8 不適合（表10）
「塩化水素」「過酸化水素」ではなく、水溶液とし
て市販しているため”塩酸”、”過酸化水素水”と
表記する方が良いと思います。

次回から委員ご指摘の通りに対応していきたいと思います。 環境政策課

23 2

佐賀市環境マネ
ジメントシステム
の運用状況につ

いて

とてもいい取り組みをされていると思います。
このような取り組みが一般企業にも広がるとい
いなと思いました。
独自のチェック項目や目標指標、測定方法があ
ると思いますが、それらをマニュアル化し公開し
ていただければ一般企業も取り組めるのではな
いかと考えます。

佐賀市のEMSで使用しているマニュアルおよび様式については、市ホームページにて閲覧及び
ダウンロードしていただけます。あわせまして、取組内容や結果につきましても、掲載しておりま
す。

環境政策課

24 3
一般廃棄物処理

基本計画
佐賀地区における乾電池の区分はどうなってい
ますか？

一般廃棄物処理基本計画（改定版）は令和元年度に作成したため、佐賀地区における乾電池の
区分表記はありませんが、令和２年４月から乾電池（アルカリ、マンガン）及びコイン電池の分別
回収を行っています。乾電池専用の指定袋はなく、透明・半透明の袋に入れて燃えないごみの
日に出してもらっています。

循環型社会推進課

25 5
一般廃棄物処理

基本計画

生ごみの他ごみの内容物の分布結果に基づ
く、ゴミ減量に効果があると考えられるターゲット
には何が挙げられるか？再利用と多目的利用
の可能性は？

使用済紙おむつが考えられます。国は今年3月「使用済紙おむつの再利用等に関するガイドライ
ン」を作成し、市区町村での使用済紙おむつ再生利用等の実施に向けた検討を促しています。
佐賀市でも使用済紙おむつ処理技術を持つ民間事業者と情報共有しながら民間活力による使
用済紙おむつ再生利用等の研究を行っています。

循環型社会推進課

5
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26 5
一般廃棄物処理

基本計画
食品ロスを多く含むゴミについて、消滅型、堆肥
以外の物質循環の選択肢の検討は？

食品ロスを多く含む生ゴミの減量化について、消滅型、堆肥等での処理を進めていますが、民間
活力による新たなリサイクルについても、情報収集に努めながら研究していきたいと考えていま
す。

循環型社会推進課

27 6
一般廃棄物処理

基本計画

「ワンウェイプラスティック削減」について、リター
ナブル可能な範囲は広げられるか？そもそも不
要（過剰）部分を削減する例は無いか？
比較的マテリアルリサイクルしやすい発泡スチ
ロールのリサイクル(発泡スチロール協会
https://www.jepsa.jp/recycle/3method.html)は
可能か？

国の「プラスチック資源循環戦略」におけるプラスチック使用削減策の一環として、先ずはレジ袋
の有料化がスタートしたところですが、プラスチックの性質上、その吸着性の高さから毒物も吸着
する可能性もあり、食品用・飲料用包装資材のリターナブルについては困難性があるのが現状
のようです。例えば、飲料業界では、ペットボトルの軽量化を進めることでプラスチック使用量の
削減を進めており、今後、各種業界においても使用料削減に向けた取り組みが進むものと考え
ます。
本市としては、市民が気軽にできる取り組み（マイバックやマイボトル持参など）を推進するととも
に、その他プラスチックのマテリアルリサイクルについても、情報収集に努めながら研究していき
たいと考えています。

循環型社会推進課

28 11
一般廃棄物処理

基本計画
乾電池リサイクルの具体的な方法案は？

No.24で回答した通り、現在乾電池の分別回収を行い、回収された乾電池はドラム缶で保管して
います。乾電池には、希少な金属が含まれることから、乾電池リサイクルを行っている民間企業
に来年度以降委託し資源の有効活用につなげる予定です。

循環型社会推進課

29 11
一般廃棄物処理

基本計画
民間食品リサイクル業は堆肥生産業？ 堆肥の生産です。 循環型社会推進課
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