
質問回答一覧表 7/29環境審議会

資料 ページ 項目 意見・質問 回答 回答課

1 1 3 本市の現状 民生（業務）部門とは何を指すのか？
第三次産業(商業・サービス業・公務など)に属する企業・個人が、事業所の内部
で消費したエネルギー消費などを表現しています。（※自動車利用に関するも
のを除く）

環境政策課

2 1 5 35.4%減少
これは2018年度で基準年比の35.4%を達成しており，2030年
目標の27%を既にクリアしている，と言う理解で宜しかったで
しょうか。

そのとおりです。 環境政策課

3 1 6
削減目標27%
達成理由

算定基礎となる国の統計資料の改訂とは具体的に何が見
直されたのか？
今後、その内容は変わる可能性はあるのか？

本統計資料は令和２年１２月に改訂がありました。今回の主な変更理由は下記
のとおりです。
・本統計資料の元資料（総合エネルギー統計）の改訂に伴う整合性の確保及び
精緻化
・エネルギー消費統計調査対象事業所の集計方法の変更
・家庭・運輸のエネルギー消費における補正方法の精緻化
・家庭用太陽光発電の自家発自家消費量の計上
推計方法は、平成２８年１２月にも変更された経緯があり、今後も実情に応じた
正確な統計値を算出するため必要があるとされた場合は、改訂が行われる可
能性があります。

環境政策課

4 1 6 要因
2種類の要因が挙げられていますが，それぞれがどの程度
の効果となったのでしょうか。（例えば，各項目が基準年比
で○○%にあたる，など）

統計資料の改訂がされなかった場合の数値が存在しないため、正確な分析を
行うことが出来ませんが、2017年度排出量（国の統計資料改訂前での算出分）
から2018年度排出量（国の統計資料改訂後での算出分）を差し引いた排出削
減量において、この排出削減量全体の約３分の１が「国の統計資料改訂」に起
因し、約３分の２が「再エネ由来電力の増加とエネルギー消費量の減少等」に起
因するものと考えられます。

環境政策課

5 1 7 太陽光発電
太陽光パネルの製造および廃棄段階での環境負荷につい
ては算入された数字かどうかお教えいただければと思いま
す。

本資料は、佐賀市域における再生可能エネルギーの種類別での発電電力量
（FIT分）推移及び、全体の電気使用量のうち、再生可能エネルギーの占める割
合を示したものとなりますので、ご指摘の数値は算入されておりません。

環境政策課

6 1 9

”削減目標27%”が「算定基礎となる国の統計資料の改訂」に
よる削減ボーナスのような状況での実現であると考えるなら
ば、同じような幸運は二度は起きない。中長期目標の再設
定は削減可能性の高い部分を重点的に対処する必要があ
るのではないか。

算定基礎となる国の統計資料の改訂については、先述のとおり、精緻化された
ものによりますが、ご指摘のとおり改訂を期待して中長期目標を再設定するの
ではなく、取り組みやすさや効果の大きさ等を考慮しながら、中長期目標の再
設定を行う必要があると考えています。

環境政策課

7 1 10
施策のカテゴリ④循環型社会の形成はどのような社会を想
定していますか？スモールシティ？自転車優先利用？

本市における第２次佐賀市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）において
は、3Rの推進やCCU事業の推進、廃棄物等エネルギーの活用促進を取り組み
方針として掲げております。
また、追加施策として資料１（P16）に記載のあるとおり、資源循環の高度化及び
循環経済への移行等を想定しております。

環境政策課

1



資料 ページ 項目 意見・質問 回答 回答課

8 1 10

地域脱炭素化促進事業とは・・・で挙げている条件をすべて
満たすものが実現できれば理想的かもしれませんが、具体
的に実現可能なものとしてどのようなものを想定し、どのよう
に後押しされるのでしょうか？

本事業は、温対法の改正により創設予定のものとなります。国の説明会が最近
開催されるなど、国も現在進行形で事業の詳細を今年度までに決定していくよ
う実施しているところです。現在本市においては、情報を収集している段階とな
りますので、本事業が本市においても実現可能か、これから判断していくものと
しております。

環境政策課

9 1 13 重点対策②
効率化には司令塔やルール・ガイドラインの設定、周知、調
整、実行が必要であると思いますが、そのような流れでの進
捗はありますか？

本市で取り組みを行っております重点対策②にかかる事業につきましては、実
施主体であるそれぞれの担当課において、費用対効果や必要に応じてルール・
ガイドラインの設定、周知、調整を実施したうえで、事業を行っております。

環境政策課

10 1 13 重点対策②

⑤の安定した森林伐採と木質バイオマス発電の推進関係で
す。森林では竹が繁茂し制御できていない状況も散見され
るかと思いますが、竹の利用等を含めて検討されています
でしょうか？

　現在本市は、木質バイオマス発電施設の設置を目的に、県内の森林組合で
設立された「さが木質バイオマス利用促進協議会」の支援を行う方向で取り組
んでいます。当協議会で導入を検討されている2,000㎾級以下のバイオマス発
電は、発電に使用する燃料材の質が重要であり、竹との混焼は難しい構造であ
るため、竹の利用については対象外としており、市としても、バイオマス資源とし
ての竹の利用は優先順位が低いと考えております。

森林整備課

11 1
14
18

ZEB，PPAなど

＊PPA事業は，具体的な事業主体や導入の筋道等は想定
されていますでしょうか。
＊ZEBは佐賀市内でどのような状況でしょうか。また，ZEBの
コンサルティングや実務対応ができる団体や企業は，把握さ
れていらっしゃいますでしょうか。
＊いずれも実効性が高い方法ですが，普及や導入のスキー
ムが複雑かと思います。数件程度の導入では効果は薄いと
思いますが，先導して導入促進に動かれますことを期待して
います。

PPA事業につきましては、現在情報収集に努めており、事業の推進に向けて検
討しているところです。
ZEBにつきましては、統計がとられておりませんので、正確な状況を把握するこ
とが出来ません。しかし、ZEB化実現に向けたプランニング等を実施する「ZEB
プランナー」として登録された事業所は年々増加しております。国において、
「2030 年までに新築建築物の平均でZEB が実現していることを目指す」と示し
ており、公共建築物は特に率先して目指す必要があると認識しております。本
市においては、これまでも先進地視察やZEBプランナーへのヒアリング、環境政
策課と連携協定を締結している株式会社リコー様、リコージャパン株式会社様
から情報提供をいただく等実施しており検討を始めているところです。

・施設機能向
上推進室

・環境政策課

12 1 16 重点対策⑥

①プラスチック資源循環の推進で　分別・再生の手法で使用
するエネルギーや手間を考えた場合に最も効率的であると
考えられるのはどのような形ですか？どのくらいの投資や負
担が生じますか？

現段階では、本市にとってどういった方法が最も効率的か、また、どの程度の投
資や負担が生じるのかという数値は把握できていません。今後、容器包装リサ
イクル法に基づく「プラ製容器包装」の分別・リサイクルを実施している先進市等
の状況を参考に、本市の最適な手法について比較検討していきたいと考えてい
ます。

循環型社会推進課
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資料 ページ 項目 意見・質問 回答 回答課

13 1 17
①ウォーカブル推進都市、②自転車による移動促進ではど
のような都市を理想として掲げますか？

①本市では、令和元年度に国土交通省が「居心地よく歩きたくなるまちなか」を
目指して推進する「ウォーカブル推進都市」に登録しております。車中心から人
中心のまちなかに転換し、歩行者が増えることで、賑わいの創出や消費活動の
拡大、健康増進などをめざします。具体的には佐賀駅北口とSAGAサンライズ
パークを結ぶ市道三溝線を再整備し、SAGAサンライズパーク来場者が歩きたく
なる環境づくりを進めていきます。また、佐賀駅北側の人の流れを南側の中心
市街地へ誘導するため、中心軸となる中央大通りに魅力的な都市機能を呼び
込む方策を展開していきます。
②本市において、佐賀市自転車利用環境整備計画を策定しております。「佐賀
市における自転車利用環境の方向性を示し、自転車が「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」を目的とし、自転車利用の
増進への取り組みを行っております。

①・商業振興
課
・佐賀駅周辺
整備機構推進
室

②道路整備課

14 1 17
③民間企業との「共働」による二酸化炭素削減の見える化
はどのようなものを想定していますか？プラットフォームの
形成？

佐賀市清掃工場で生み出された佐賀市産の電力を使用することで、二酸化炭
素排出量の削減に貢献する環境価値を「証書化」することを想定しています。

施設機能向上推進室

15 2 2

まずプラ使用量自体を減らすことが第一かと思いますが，
R6以降のペットボトル以外の使用済みプラスティックの処理
方法は具体的にどのような方法が想定されますでしょうか。
H14までのように分別して種類毎の処理となりそうですが。

プラスチック資源循環促進法では、既存の容器包装リサイクル法による「プラ製
容器包装」のリサイクルルートを活用することが想定されています。そうなると、
市町村の役割としては、①プラ系ごみの分別収集（容器包装プラ+製品プラ）、
②中間処理（異物除去・ベール化・保管等）、③リサイクル業者への引渡し、とな
ります。なお、分別収集に係る分別基準については、国から示されていないた
め現段階では詳細不明ですが、恐らく、生ごみや油の付着、泥汚れ等は“異物”
として除去が必要になるものと思われます。

循環型社会推進課

16 2 1
プラスチック資
源循環促進法
の概要

（２）販売提供段階　での対策では消費者の理解が何より大
切ですが、生産者から販売店に移動する段階と販売店陳列
から消費者までの段階で異なる考え方になるかと思われま
す。どのような問題が存在し、どのような方策で解決したい
と考えていますか？
ペットボトルの不使用の方向性は目指しますか？

生産段階では、いかにリサイクルしやすい設計・製造ができるかが重要だと思
われます。例えば、複合素材で構成された製品を素材別に分解しやすい構造に
するなどの工夫が求められます。また、販売段階では、使い捨てプラスチックの
代替素材への切り替えや有料化など、サービスとして無償提供する販売スタイ
ルの見直しが求められるでしょうし、消費段階では、不要なものはもらわない
（買わない）意識が必要ですし、必要なものについては、リサイクル経費を含め
た適正な対価を払う意識など、ライフスタイルの変革が求められると考えます。
当然、行政としては、プラ製品の確実な回収体制を構築するとともに、環境配慮
製品の市場活性化策などが求められると考えます。

循環型社会推進課
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資料 ページ 項目 意見・質問 回答 回答課

17 3-1 2
事業の取り組
み状況につい
て

○事業系ごみのリサイクル推進　で”食品リサイクルは食品
リサイクル業者の創業地の見直しが必要”

食品リサイクル事業者が創業を計画していた事業用地の近隣に分譲住宅地が
開発されたことにより、当該用地での創業を断念されました。新たな事業用地を
選定することとなったため創業時期等は未定であり、早期の食品リサイクル業
の創業は困難な状況ですが、今後とも、事業者の相談等に応じながら適切な情
報提供に努めるとともに、今後の支援策について検討していきます。

循環型社会推進課

18 3-2 1 1-2(1）①
再生可能エネルギーの賦存量、利用し易さ、問題点の把握
分類はできていますでしょうか？

再生可能エネルギーの賦存量については、環境省が情報ツールとして公開して
おりますREPOS（再生可能エネルギー情報提供システム）を通して、再エネ導入
ポテンシャルの状況を確認しております。また、現在別途、再生可能エネルギー
の利用の可能性について調査中です。本市での再生可能エネルギーの推進に
ついては、太陽光発電の普及が効果的でありますが、水力発電も推進できる可
能性がござます。それぞれの推進に伴って、近隣住民とのトラブル、金銭的問
題、施設管理の問題等の可能性も、把握しております。

・環境政策課
・施設機能向

上推進室

19 3-2 1 1-2(1）②

木質バイオマスの有効利用についての検討について、分
布、供給可能性、時間（季節）変動の把握、どの地域でどの
程度の供給規模でどのくらいの処理施設等が必要とされる
かという把握はできていますでしょうか？

　本市が支援を予定している「さが木質バイオマス利用促進協議会」では、佐賀
市富士町栗並に2,000㎾級の発電施設を整備する方針で協議を進められてい
ます。燃料材は県内各地から集材する計画で、燃料材となる人工林の年間成
長量は約59万㎥を超え、木質バイオマス発電事業へ長期的に安定供給できる
森林賦存量を有しています。また、燃料材の運搬距離もおおむね50㎞以内のと
なり、木質バイオマス発電施設の立地ポテンシャルは十分でありますが、現在
の素材生産量を木質バイオマスへ資源を移した場合、製材等既存利用者への
影響が大きく、生産能力の拡大が課題となります。以上のことから、本市として
は、どのくらいが必要かではなく、2,000㎾級の設置を想定しております。

森林整備課

20 3-2 2 1-2(1）③
ユーグレナとのバイオジェット燃料の精製について、どの段
階でどのような問題が生じて進捗が停滞していますか？

ユーグレナ社の微細藻類由来の「次世代バイオジェット燃料」については、プラ
イベートジェット機による国内初のフライトなど、積極的な取組みを進めておりま
すが、まだ生産コスト等の課題も多く、更なる効率化と生産体制の確立に向け
研究開発が行われている段階だと認識しております。

下水エネルギー推進室

21 3-2 2 2-1(1）②
家庭ごみのリユース推進　で廃棄時（廃棄前）の情報を早い
段階で収集、周知しごみにしない取り組みはできないでしょ
うか？

ご指摘のとおり、廃棄時（廃棄前）段階での情報提供は重要と考えます。近年、
民間リユースショップを始め、ネットでの不要品買取りの事例も増えているようで
すので、様々な具体事例を集めて、市民が自分にとって一番いい方法を選択で
きるように情報提供できればと考えています。

循環型社会推進課

22 3-2 3 2-2(1）③
最終処分場に廃棄されるもののうち、石膏ボード（建材、安
定品目）の量はどの程度でしょうか？

石膏ボードは産業廃棄物に該当するため、本市では受け入れておらず、処分量
なども把握していません。

循環型社会推進課
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資料 ページ 項目 意見・質問 回答 回答課

23 3-2 4
3-1(1）②、
3-2(3）④

多自然川づくりで保全された地蔵川での場所ははウォーカ
ブルシティにつながるグリーンツーリズムを企画・推進する
べきであると思います。そのためには環境ガイドボランティ
アの育成が不可欠であると思いますが、養成のための環境
整備や補助は計画されていますでしょうか？

【農業振興課】
〇グリーン・ツーリズムの実践者を育成するため、「佐賀市農山漁村交流支援
事業費補助金」を創設し、農林漁業者を含む団体が企画・実施する交流活動に
対し、支援を行っています。
〇また、市内のグリーン・ツーリズム実践者でつくる研究会の活動を支援するた
め、視察研修や情報交換の場を設定しています。
【河川砂防課】
地蔵川においては、環境配慮型ブロックによる護岸築造及び管理用通路の整
備を推進し多自然川づくりに取り組んでいます。

河川砂防課
農業振興課

24 3-2 4 3-1(2）①

市街地のクリークなどでごみや底泥がかなり溜まっている場
所が散見され、市民のみの清掃活動ではどうにもならない
状況です。技術・機材的なサポートで市民との協同的に環
境改善を計れないでしょうか？

市では、河川清掃活動を支援、バックアップする形で自治会や事業所の方々が
河川清掃に必要な用具を貸し出したり、河川清掃により引き揚げられた泥土、
伐採した草木等の収集処分等を担っております。
また、自治会での対応が困難な箇所については、各自治会から要望のあった
箇所を、職員が現地を確認し、緊急性や優先度の高い箇所から順次、しゅんせ
つや伐採を行っております。

河川砂防課

25 3-2 6 3-4(1）②
住民主体の環境保全等のルール作りについて、目指すイ
メージはどのようなものでしょうか？

行政は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。

都市政策課

26 3-2 6 4-1(1）⑤
空き家等の適正管理　項目で空き家になる前の段階での対
策、活動はありますでしょうか？」

空き家に関するパンフレットや安心ノートの配布、職員による出前講座の開催
等で、市民に空き家のリスクを考えていただく啓発活動を行っています。

都市政策課

27 4 7
職場廃棄物の
抑制

産業廃棄物の有害ごみが33%以上と多いですが何でしょう
か？感染性医療廃棄物？

令和2年度に排出した産業廃棄物の有害ごみは33,794kgで、そのうち33,692kg
は富士大和温泉病院から排出された感染性廃棄物です。新型コロナウイルス
感染症対応により、令和2年度の有害ごみは前年度と比較して約54.5％増加し
ました。

環境政策課
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