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1 質問 43 2 1

総合的な防災・危機

管理対策の充実

防災無線の設置状況は１００％か。

防災行政無線については、23年に計

画し、25年度末で第一期工事が終了

した。第二期工事は平成30年を目処

にデジタルの行政無線に変更してお

り、三瀬と川副支所管内を行うこと

としている。

河川や土砂災害の危険な地区を中心

に設置している。

消防防災課 亀山清美

赤松小学校にあり、内水用には作っ

ておらず、急な災害が起こる佐賀江

川や山間部、一時避難場所や公民

◎分科会意見等　一覧表（くらし環境分科会）
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2 質問 43 2 1

総合的な防災・危機

管理対策の充実

防災無線は城内の近くを通っているのか、またそ

の範囲はどの程度か。

川や山間部、一時避難場所や公民

館・小学校のどちらかなど緊急に知

らせる必要がある場所を中心に設置

している。

範囲としては、300ｍの範囲に知ら

せることができるが、赤松校区全部

には行かない。防災無線とは別に

モーターサイレンがあり、1ｋｍの

範囲に聞こえるため、有明海沿岸部

に津波・高潮用に設置している。

消防防災課 中野昭則

3 質問 44 2 1

総合的な防災・危機

管理対策の充実

原子力の災害の避難については、大規模災害・風

水害・新型感染等が起こったときの対策を講じる

とあるが、住民の避難対策ではないのか。

佐賀市地域防災計画を策定している

が、その対策には避難や行政が行う

べきことも含まれており、その全体

を通して対策を講じることとしてい

る。

また、原子力についても、避難の項

目を入れているが、今のところ国や

県の対策は30km圏内ということに

なっているので、唐津市民の方を受

消防防災課 森川直行

け入れることとしている。避難計画

としては、国からの命令があった場

合は避難を行うということを記載し

ている。

4 意見 46 2 2

安全で美しい河川環

境の適切な管理

【取組方針】2-2-2

また、市民との協働による河川・水路の清掃活動

など河川環境の改善に取り組み、多くの市民が水

辺に親しみを持てる環境の保全を図ります。

意見：清掃活動を通じて地域コミュニティーを醸

成し、河川環境の改善や水生生物等の観察会等

で、多くの市民が水辺に親しみを持てる環境の保

全を図ります。

清掃活動と水に親しむというのは別

次元の話ではないか。清掃活動と環

境活動は分けて考えたほうがよいの

ではないか。

佐賀市内の平野部は、水路やクリー

クが縦横に広がっており、この莫大

な量の河川清掃は行政だけではまか

ないきれない実状があるため、市民

の皆様の協力が必要である。市民の

方が、河川水路の清掃活動という河

川環境の改善に取り組むことで、水

に触れることだけでなく水路全体に

ついて身近なものとして水に親しん

でいただきたいと考えている。

河川砂防課 橋本辰夫

5 意見 46 2 2

安全で美しい河川環

境の適切な管理

駅前は浸水する。非常に河川の排水が悪いため考

える必要がある。7月9日に大雨があり、床下浸水

程度で済んだが、やはり集中豪雨の時の排水対策

平成20年以降、佐賀駅周辺、佐賀大

学周辺、西与賀など浸水が目立つ地

域があり、また頻度も増している。

そういう実態を踏まえ、平成24年

度、平成25年度で排水対策基本計画

を策定した。現状の浸水を完全にな

くすことは難しいが、浸水の時間を

河川砂防課 山﨑佐智子

をきちんとしてほしい。

くすことは難しいが、浸水の時間を

短くしたり、浸水をしにくくしたり

と言う対策を今後早急に行うという

計画であり、今後、排水対策基本計

画に沿って取り組んでいきたい。
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6 意見 46 2 2

安全で美しい河川環

境の適切な管理

河川清掃は協力するが、高齢化で清掃できる者が

いない。幅が広く大きな川については、行政が行

うが毎年はできないため3年に1回程度と言われ

た。しかし、葦が生えており、大雨の際は、流れ

が悪く非常に困っている。

地域の高齢化が進み、河川清掃がで

きる人員が確保できなくなっている

現状がある。佐賀市としては、行政

だけですべての川筋の掃除をして回

るのは困難であり、市民の方の協力

が必要と考えている。河川清掃につ

いては、できる範囲での協力をお願

いしたい。次の段階としては若い人

や子どもたちといった次の世代が、

地域の河川清掃に参加・体験して地

域を自分たちの手で守っていくとい

う機運を作っていかなければならな

いということを庁内会議でも話して

いる。自治会にお願いしアンケート

をとり、地域の清掃活動への参加の

状況について把握した上で、参加の

呼びかけ等も積極的に働きかけてい

きたいと考えている。

河川砂防課 山﨑佐智子

交通事故の観点からいう「交通弱

｢交通弱者｣には、2つの意味があ

7 意見 47 2 3

地域で守る生活者の

安全確保

【課題】

「交通弱者である子どもや高齢者」を「子どもや

高齢者」に文言を変更する。

交通事故の観点からいう「交通弱

者」は、単なる物理的な強弱（車に

対する歩行者・自転車）をいうので

はない。「交通弱者」には、年端が

いかない幼児、認知・判断力が低下

した高齢者、身体に障害を持つ者等

は、通常期待される交通上安全な行

動をとることが困難であるから、そ

の属性に着目して保護すべきという

意が含まれている。よって、「子ど

も・高齢者」を「交通弱者」と同一

というのは適切ではない。（高齢者

や子どもにも交通上安全な行動をと

ることができるものも多数いる。）

り、移動制約者と交通事故の被害に

合いやすい人というものであるが、

ここでは後者の意味である。

ご指摘のように、交通上安全な行動

をとることができる子どもや高齢者

もいるが、平成25年中の県内の歩行

者や自転車が関係した死傷者数を見

てみると、幼児から高校生までが

34.9％、高齢者が24.8％と大きなウ

エイトを占めている。このことから

一般的に、子どもや高齢者が交通被

害にあいやすく、そこに対する交通

安全の推進が必要であると考え、記

載をしている。

・市民一人ひとりの交通安全に対する

意識の向上とともに、交通弱者である

子どもや高齢者に対する交通安全教育

の推進が必要です。また、交通事故の

実態に応じた対策が求められていま

す。

・市民一人ひとりの交通安全に対する

意識の向上とともに、 交通弱者である

子どもや高齢者に対する交通安全教育

の推進が必要です。また、交通事故の

実態に応じた対策が求められていま

す。

生活安全課 原　貴泰

地域で守る生活者の

背景について、消費生活に関する新たな問題につ

具体的な例示を盛り込むことについ

て、情報端末の普及や通信サービス

の多様化というところで、消費生活

センターに寄せられる相談の中か

ら、アダルトサイトなどに関する相

談が23年度から一番多くなってい

る。また、インターネットの回線契

約に関する相談も22年までは10位以

・情報端末の普及や通信サービス等の

多様化、高齢化の進行などに伴い、消

・情報端末の普及や通信サービス等の

多様化、高齢化の進行などに伴い、Ｓ

ＮＳトラブルや投資商法詐欺等、消費

生活に関する新たな問題が顕在化して

います。

8 意見 47 2 3

地域で守る生活者の

安全確保

背景について、消費生活に関する新たな問題につ

いて、どういうことが問題であるか分かりづらい

ため、具体的な例示を入れてほしい。

約に関する相談も22年までは10位以

内には入っていなかったが、23年以

降、5、6番目に多い相談となってい

る。高齢化に関連して、健康食品や

リフォーム工事に関する相談は、25

年度に健康食品は3位、リフォーム

が5位となっているので、このあた

りを盛り込むことは可能である。

多様化、高齢化の進行などに伴い、消

費生活に関する新たな問題が顕在化し

ています。

います。

※用語解説を加える

●SNS…Social Networking Serviceの

略。「人同士のつながり」を電子化す

るサービスのこと。ツィッターやフェ

イスブックなど。

生活安全課 荒木宏之

9 質問 47 2 3

地域で守る生活者の

安全確保

地域で守る生活者の安全確保」の数値目標に「交

通事故発生率（人口10万人当たりの交通事故件

数）」が記載してあるが、佐賀市は一般的に高い

と思う。この目標値が、妥当かどうかはわからな

いが、全国平均はどの程度なのか。

平成24年の人口10万人当たりの交通

事故の発生率で比較すると、佐賀市

の場合、1,374件と5年前と比較する

と、5.4ポイント増加しており、全

国平均と比較すると約2.64倍となっ

ている。

平成24年の全国は521件である。

生活安全課 荒木宏之

10 質問 47 2 3

地域で守る生活者の

安全確保

現在でも平均は超えており、将来でも全国平均を

はるかに上回った目標となるのか

佐賀市における平成36年の目標とし

ては、県の平成24年度の水準値と考

えている。佐賀県の平成24年度が、

1,078件で市と比較すると、市が

1.28倍であり、何とか県の水準まで

生活安全課 荒木宏之

1.28倍であり、何とか県の水準まで

は持っていきたいと考えている。

11 質問 47 2 3

地域で守る生活者の

安全確保

全国平均が500件と聞くと、佐賀市の目標数値はも

う少し頑張って低く設定できないのかと思うが、

それには何かあるのか。

東京と比較すると、地方都市の佐賀

市では、公共交通機関が少なく、必

然的に交通事故発生率が高くなると

は思う。県の水準まではもっていき

たいと考え設定している。

生活安全課 荒木宏之
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12 意見 51 2 5

市民生活を支える総

合交通体系の確立

【背景】

「高齢化の進行に伴い交通弱者の増加が見込まれ

る」を「高齢化の進行に伴い、自らの移動手段を

確保できない者の増加が見込まれる」に文言を変

更する。

一般的に「交通弱者」とは、①交通

事故に遭いやすい者、②移動制約者

という意味から用いられているが、

①の意で使用されることが多いた

め、混同を避けるため。

交通弱者と言う言葉は、定義が2つ

あるということだが、P51には交通

弱者と言う言葉を2箇所使用してい

る。これまであまり疑いもせず、交

通弱者と言う言葉を使っており、市

の公共交通ビジョンでも交通弱者と

言う言葉を使っていた。今回、この

指摘を受け、国や県の関係報告書を

調べたが、交通弱者と言う言葉はあ

まり使われていなかった。そのた

め、交通弱者という表現は、｢移動

手段を確保できない者｣や、それに

かわる｢高齢者｣と言う表現に変更を

検討する。

【背景】

今後は、高齢化の進行に伴い交通弱者

の増加が見込まれることから、公共交

通の必要性は高まっていくと予想され

ます。

【課題】

今後、自らの移動手段を持たない交通

弱者が増加することが見込まれてお

り、

【背景】

今後は、高齢化の進行に伴い自らの移

動手段を確保できない者 交通弱者の増

加が見込まれることから、公共交通の

必要性は高まっていくと予想されま

す。

【課題】

今後、自らの移動手段を確保できない

者 持たない交通弱者が増加することが

見込まれており、

企画政策課 原　貴泰

市民の足というところで考えると、

市民と行政が一体となって利用を図

るべきだと考えている。車社会のた

め、赤字路線が増えており、市営バ

スでは5路線は黒字だが、あとはす

13 意見 52 2 5

市民生活を支える総

合交通体系の確立

市営バスの乗客は増やせないか。市民が活性化さ

せるために立ち上がるべきだが、なかなか自分が

乗るだけではそうはならない。市営バスがなくな

れば、小学生や病院へ通う人が不便になってしま

う。

高齢者は100円で乗れる制度がある。しかし、1回

乗り過ごすと30分から1時間待たなければならない

ため、市内を循環するバスの体系があればいいと

思う。また、必ずバスセンターで乗り換えないと

いけない場合が多いので、乗り換え切符のような

ものがあればと思う。これらのバスの交通体系を

考えていただきたい。

べて赤字となっており、不採算であ

る。便数を増やすことも考える必要

があるが、路線バスではなくコミュ

ニティバスで地域の足を確保するこ

とに取り掛かっているところであ

る。

現在取り掛かっているところが三

瀬、これまでも大和の松梅地区を

やってきており、地域の人と話し合

いながら今後も検討していく必要が

ある。

蓮池についても蓮池に行く人口が少

ないため、路線を確保するというこ

とになると、難しい部分がある。但

し、市民の足を完全になくすという

ことになると代替は必要と考える。

また、バスセンターの乗り換えだ

が、佐賀駅バスセンターが中心に

なって、放射状になっているためこ

のような体系をとっており、大和か

ら川副に行きたいなど乗換えが必要

な人によっては不便をかけている部

企画政策課

亀山清美

山﨑佐智子

な人によっては不便をかけている部

分がある。ただ、現在の体系が一番

合理的と考えている。ご指摘いただ

いた乗り換え切符などについては、

要望があれば考えていきたい。

14 意見 52 2 5

市民生活を支える総

合交通体系の確立

バスの経路はバスセンターを中心に放射状になっ

ているが、循環型にするなどの検討は専門的に

やっているのか。

例えばパーソントリップなどをやってみて科学的

にアプローチするといった検討も必要なのではな

いか。

いろんな調査や、バスの専用道路や

LRTなども考えられるが、計画が行

き着いていない。市民の足というこ

とで考えていかなければならないと

思っている。

企画政策課 荒木宏之

15 意見 52 2 5

市民生活を支える総

合交通体系の確立

富士町等、バスをなくすのは高齢者が大変である

ので、コミュニティバスを運用し高齢者の手助け

をしてほしい。病院にかかる人については、送り

迎えをしたりしていただいているが、高齢者はま

すます増加し、車に乗れない方が増えてくるた

め、バスについても検討をお願いしたい。

高齢者の日常生活に大きな問題と

なってくる。買物、通院、小学生の

通学などは欠かせない移動手段であ

るため、それは確保したい。コミュ

ニティバスやデマンドバスを地域の

状況に合わせた形でやっていきたい

と考えている。

企画政策課 田中初治
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16 質問 54 2 6

道路ネットワークの

充実

【取組方針】2-6-1

佐賀市は低平地が多いため最近のゲリラ豪雨等で

の対策？

その時の車椅子や電動シルバーカー等の利用の増

大も今後考えられるので・・・

歩道の整備で、ユニバーサルデザイン化と冠水対

策は可能か？

ユニバーサルデザインの定義につい

て分からない点があった。歩道車道

を一体化した場合に車のためのユニ

バーサルデザインになっていたり、

電動の車椅子で走られている方が危

険だったりしたため、ユニバーサル

デザインの定義を教えてほしい。

ユニバーサルデザイン化というと、

障がい者の方に限定されたバリアフ

リーではなく、子どもや障がいを持

たれた方などを含め誰もが利用しや

すいということである。

冠水と道路に関してだが、先日の道

路が広い範囲で冠水した件について

は、市民の皆様にはご迷惑をおかけ

した。道路が冠水し車が通行すると

波が立ち、家に入るという苦情も

あったので、できるだけ通行止めに

するといった対策を行った。

道路については、道路の排水として

は側溝を整備する、維持管理をする

などで良くしていく必要がある。冠

水をした場合、できるだけ短時間で

排水できるように、日常的に維持管

理する必要がある。道路の構造上、

根本的に冠水をどうにかするという

ことは難しい。

道路整備課

（河川砂防課）

橋本辰夫

ことは難しい。

17 意見 54 2 6

道路ネットワークの

充実

【取組方針】

「道路の拡幅改良、歩道の整備、自転車走行空間

の整備などにより、」という取組方針に係る記述

を「生活道路に関する安全対策（道路の拡幅改

良、歩道の整備、交通規制の実施）や自転車通行

環境の整備などにより、」と文言を変更し、警察

が実施している諸対策の観点を盛り込む。

【取組方針】2-6-1

○上記に連動し、「歩道の整備やユニバーサルデ

ザイン化など」という概要に関する記述を「歩道

の整備やユニバーサルデザイン化のほか、自転車

通行環境の整備に配意するなど」と文言を追加

し、警察が実施している諸対策の観点を盛り込

む。

今後の生活道路の整備には、通学路

の一部である生活道路の交通安全対

策としての「ｿﾞｰﾝ３０」、「ﾗｲﾝ３

０」（最高速度３０km/h）規制区

域・路線を設定すること、また、自

転車専用の走行空間、自転車と歩行

者の分離等自転車通行環境の整備を

図り、もって良好な自転車交通秩序

を実現するという観点を盛り込むこ

とが望ましい。

道路を作るうえで、交通安全は前提

になるものだと思っている。道路が

いくら良くなっても、交通安全は、

マナーや規制がうまく行かないと交

通事故は減らせないと思っている。

2-3の中に、交通安全の推進という

ことで、ソフト・ハードを含めたと

ころで、交通安全の施策が上がって

いる。交通安全の推進と道路ネット

ワークの充実は切っても切れないも

のであるが、施策体系上、交通安全

の推進の方で、規制や警察関係機関

との連携を謳っている。交通安全に

ついては道路ネットワーク充実でも

検討させていただきたいが、現在、

利便性についての要望が多いため、

基本的には交通安全を念頭に置きな

がら、ハードの部分を中心に、整備

をしていくという記述にさせていた

だいている。

2-3-2

交通安全の意識や交通マナーの向上に

向けた啓発活動を展開するとともに、

交通安全施設の整備を図ります。

企業、交通事業者や警察等の関係機関

と連携し、交通安全対策の充実を図り

ます。

2-6-1

費用対効果や緊急性の観点から優先度

を判断し道路整備を実施します。道路

の整備に際しては、歩道の整備やユニ

バーサルデザイン化など、道路利用者

の安全に配慮します。また、地域の実

情に応じた市民の自主的な清掃活動へ

の支援や、橋りょう、舗装などの道路

施設の予防的な維持補修などによる長

寿命化を図り、交通の安全を確保する

とともに、維持管理費用の縮減に努め

ます。

2-3-2

交通安全の意識や交通マナーの向上に

向けた啓発活動を展開します。 すると

 ともに、交通安全施設の整備を図りま

 す。

企業、交通事業者や警察等の関係機関

と連携し、交通安全施設の整備と合わ

せて、交通安全対策の充実を図りま

す。

2-6-1

費用対効果や緊急性の観点から優先度

を判断し道路整備を実施します。道路

の整備に際しては、歩道や自転車走行

空間の 整備やユニバーサルデザイン化

など、道路利用者の安全に配慮しま

す。また、地域の実情に応じた市民の

自主的な清掃活動への支援や、橋りょ

う、舗装などの道路施設の予防的な維

持補修などによる長寿命化を図り、交

通の安全を確保するとともに、維持管

道路整備課

生活安全課

原　貴泰

ます。
通の安全を確保するとともに、維持管

理費用の縮減に努めます。

18 質問 55 2 7

安全で快適な住宅環

境の充実

成果指標の市営住宅の建替えによる老朽化住宅の

改善率は現在が21.7％、2019年が60.8％と40％近

く伸びがあるが、大丈夫なのか。

市営住宅の建替えによる老朽化住宅

の改善だが、市営住宅の建替えは計

画的にやるので達成できると考えて

いる。

建築住宅課 中野昭則

19 質問 71 4 1

地球にやさしい低炭

素社会の構築

【成果指標と目標値】

市域における温室ガス排出量の箇所

２０１３年１４６．１％　→　２０１９年７７％

→　２０２４年７５％

目標値の見方を説明していただきた

い。

成果指標と目標値は、平成22年に佐

賀市が地球温暖化対策地域推進計画

で示した数値である。当時の国の策

定目標が昨年見直され、市において

も再度国の基準に合わせて見直した

いと考えており、1990年比を2007年

比で見直し、2013の基準値を

118.5、2019の目標値を101.2、将来

目標値を98.7とすることを検討して

いる。

成果指標

市域における温室効果ガス排出量

（1990年（H2）比）

成果指標

市域における電力使用量

現在 基準値（2013）  1,411GWｈ

環境政策課 橋本辰夫19 質問 71 4 1

素社会の構築

５０％の根拠は？削減が大きすぎないか？

どのような施策実施で大幅削減が可能か提示する

必要は？

い。 いる。

また、市内の温室効果ガスの排出量

は、計算上、電力会社の燃料供給が

化石燃料になったことによって押し

上げられる。行政や市民の努力と連

動していないこともあるため、数値

は、市民の電力使用量など、市民に

よりわかりやすいものを採用できな

いか合わせて、検討する。

現在 基準値（2013）  146.1％

将来 目標値(2019)     77％

将来 目標値（2024）   75％

現在 基準値（2013）  1,411GWｈ

将来 目標値(2019)    1,386GWｈ

将来 目標値（2024）  1,350GWｈ

環境政策課 橋本辰夫
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20 意見 71 4 1

地球にやさしい低炭

素社会の構築

【背景】

家庭や事業所等での車燃料費の増加を記載して

は？

背景の部分であるが、温室効果ガス

増大の要因に、パソコン等OA機器の

拡充とあるが、それよりも自動車関

係をいれたほうがよいのではない

か。

自動車の保有台数の増加がエコカー

への乗換え以上に大きいため、温室

効果ガスの増加要因に自動車台数の

増加を例として追記する。

・地球規模での環境問題である地球温

暖化については、その原因となる二酸

化炭素等の温室効果ガスの排出量の増

加が問題になっています。本市におい

ても、家庭における家電製品の複数保

有率の増加や事業所におけるパソコン

等ＯＡ機器の拡充、また店舗営業時間

の長時間化（24時間営業）等により、

温室効果ガスの排出量が増加傾向にあ

ります。

・地球規模での環境問題である地球温

暖化については、その原因となる二酸

化炭素等の温室効果ガスの排出量の増

加が問題になっています。本市におい

ても、家庭における家電製品の複数保

有率の増加や事業所におけるパソコン

等ＯＡ機器の拡充、 また店舗営業時間

の長時間化（24時間営業）、自動車保

有台数の増加等により、温室効果ガス

の排出量が増加傾向にあります。

環境政策課 橋本辰夫

21 意見 72 4 1

地球にやさしい低炭

素社会の構築

【取組方針】4-1-1

市民、事業者等へ対策事例や行動指針等を提供

し、地球温暖化防止に向けた・・・・

「情報提供等」では、イメージがつ

きにくい。しかし、市はイメージを

たくさん持っていると思われるた

め、それを積極的に記載したらどう

か。

対策事例や具体的な行動指針を入れ

たほうが良いという意見だと思う

が、4-1-1については事例をいれて

わかりやすくする。

4-1-1に省エネをを具体的に示した

い。

環境政策課 橋本辰夫

【取組方針】4-1-1

地球温暖化に向けた行動として、家

市民、事業者等への情報提供等によ

り、地球温暖化防止に向けた具体的な

市民、事業者等への省エネルギーの対

策事例や環境に配慮した行動指針等の

22 意見 72 4 1

地球にやさしい低炭

素社会の構築

【取組方針】4-1-1

「地球温暖化防止に向けた具体的な行動につな

げ・・・」

具体的な例を挙げて明記することはできないか。

国のＮＥＤＯシステム利用のＰＲなど

ダンボールコンポストの推進など（生ゴミ総量を1

／5～1／４の腐葉土に転換し、ゴミ収集車への排

出はゼロ化）

地球温暖化に向けた行動として、家

庭や事業所で実践できる省エネなど

に効果のある行動を示した佐賀市環

境行動指針に掲げる行動（全９８項

目）や太陽光発電設備、省エネル

ギー設備、エコカーの導入、事業所

における環境マネジメントシステム

の導入など様々な行動があり、包括

した表現としたい。

環境政策課 他分科会委員

23 意見 72 4 1

地球にやさしい低炭

素社会の構築

【取組方針】4-1-2

省エネ・創エネの重要性を市民に発信し、太陽光

やバイオマスなど、本市の特性に応じた再生可能

エネルギーの導入等を推進します。

4-1-2について、もう少し市の方針

をアピールしたらどうか。

なかなかイメージがつかめなかっ

た。なぜこのような表現なのかを教

えてほしい。

4-1-2については創エネなど文言を

追加したい。再生可能エネルギーに

ついては市民の皆さんへ浸透してい

ないため、市民や事業者に発信する

旨を加える。

太陽光やバイオマスなど、本市の特性

に応じた再生可能エネルギーの導入を

推進します。

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、本市の特性に応じた再生可能エネ

ルギーの導入を推進します。

環境政策課 橋本辰夫

地球にやさしい低炭

【取組方針】4-1-4

幼少期から年齢層に応じて子供たちへの環境学習

環境学習は子どもだけではなく、大

人の方も対象に佐賀環境フォーラム

り、地球温暖化防止に向けた具体的な

行動につなげ、温室効果ガスの削減を

図ります。

情報提供等により、地球温暖化防止に

向けた具体的な行動につなげ、温室効

果ガスの削減を図ります。

24 意見 72 4 1

地球にやさしい低炭

素社会の構築

幼少期から年齢層に応じて子供たちへの環境学習

機会や出前講座等を通じて、環境意識の醸成を図

ります。また、・・・・

人の方も対象に佐賀環境フォーラム

や出前講座をやっているので、これ

については原案通りとさせていただ

きたい。

環境政策課 橋本辰夫

25 質問 74 4 2

持続可能な循環型社

会の構築

【課題】の３点目

「小型家電からの有用金属の回収等、・・・」

⇒この取組について、市がどの程度関与している

（できる）のか教えてほしい。

平成25年4月に施行された小型家電

リサイクル法に、市町村の責務とし

て、市民が出した不燃ごみを抜き出

して分別すること、また、分別した

小型家電を国が定めた適正な事業者

に渡して再利用することが規定され

ている。法律の目標として、平成28

年3月までに国民一人当たり1キロの

小型家電の回収を目指している。

循環型社会推進課 他分科会委員

26 質問 73 4 2

持続可能な循環型社

会の構築

目標値の表だが、この下部の※の但し書きがよく

分からなかったので説明をお願いしたい。

今年度中に、環境基本計画と一般廃

棄物処理基本計画を作成する予定で

あるため、この計画と連動して目標

値を確定させることとする。現在の

2013年の基準値については、この値

ではなく、1,038が基準値となる。

これについては、住民登録の一人当

たりの分母が、外国人の数も入れる

成果指標

1人1日当たりごみ排出量

現在 基準値（2013）  1,017g/人日

将来 目標値(2019)     975g/人日

将来 目標値（2024）   950g/人日

成果指標

成果指標

1人1日当たりごみ排出量

現在 基準値（2013）  1,048g/人日

将来 目標値(2019)    1,008g/人日

将来 目標値（2024）    964g/人日

成果指標

循環型社会推進課 荒木宏之

たりの分母が、外国人の数も入れる

ようになったため、再計算すると、

1,047となった。これをもとに、目

標値を作成しているところである。

リサイクル率も現在は15.5％となっ

ているが、17.4％である。

成果指標

リサイクル率

現在 基準値（2013）   15.5％

将来 目標値(2019)     22％

将来 目標値（2024）   24％

成果指標

リサイクル率

現在 基準値（2013）  17.4％

将来 目標値(2019)    19.3％

将来 目標値（2024）  20.5％

27 質問 74 4 2

持続可能な循環型社

会の構築

取組（基本事業）

4-2-2 事業系ごみのリデュースとリユース・リサ

イクル

「事業所訪問等により、３Ｒ推進パートナー制度

の…」

⇒特に、全国チェーンの大手レストランに循環型

やリデュースの法的義務をつけることはできない

か。

その集客力の大きさとその収益は佐

賀には還元されないことを考える

と、地元佐賀への企業貢献として捉

えてもらえないものか。

平成20年4月に食品リサイクル法に

よる発生抑制を行うため、食品関連

事業者に対して、廃棄物の発生抑制

目標値を定め、努力義務を課してい

る。目標値については、業種ごとに

段階的に設定している。この取り組

みは、農林水産省を中心に取り組ん

でいるため、市はそれをバックアッ

プして周知などに努める。

循環型社会推進課 他分科会委員
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28 質問 74 4 3

持続可能な循環型社

会の構築

4-2-3についてだが、環境に配慮した安全で効率的

な施設の維持管理を行うとあるが、どこの何の施

設かを教えてほしい。

佐賀市は今年4月にゴミ処理施設の

統合をした。佐賀市は諸富と三瀬を

除いたものはすべて、高木瀬の清掃

工場で行っている。この清掃工場に

ついて記述しているが、主語がない

ため追記する。

環境に配慮した安全で効率的な施設の

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。また、地域環

境美化活動を通じ不法投棄の防止等に

努め、廃棄物の適正処理を図ります。

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。ま

た、地域環境美化活動を通じ不法投棄

の防止等に努め、廃棄物の適正処理を

図ります。

循環型社会推進課 荒木宏之

29 質問 76 4 3

暮らしに身近な生活

環境の向上

取組（基本事業）

4-3-3 水道水の安定供給

「…安全でおいしい水道水を安定的に供給しま

す。」

⇒水道水取水口（多布施川河畔）で、多布施川河

畔の樹木の消毒は県の管轄だそうです。市の取水

と県の消毒は連係できる関係にありますか。安全

のために。

連携はとっており、樹木の消毒作業

が行われる前に、作業の都度連絡を

受けている。また、消毒の際には、

できるだけ多布施川に薬剤が流れ込

まないように、河川と逆向きに作業

をお願いしている。

また、消毒があったときには、浄水

場の水処理についても、有機物を除

去するため、活性炭を通常よりも多

めにいれている。

（多布施川河畔の樹木の管理は佐賀

市緑化推進課で行っており、両者で

連携を取っている。）

環境政策課

上下水道局

他分科会委員

連携を取っている。）

30 質問 76 4 3

暮らしに身近な生活

環境の向上

P76の課題や4-3-4について、下水処理施設の適

切な利用を市民に啓発していくとあるが、この

意味を教えていただきたい。

市民に啓発というところで、実際市民はなにを

求められるのか。

下水の処理については、4つの処理

方式があるが、下水に流す際には、

油分をできるだけ流さないというこ

とについて適切な処理をお願いした

いということである。

市民の方には公共マスなどの清掃を

1ヶ月に1回実施することについてお

願いをしているため、そういう部分

も含めた内容となっている。

環境政策課

上下水道局

荒木宏之

31 意見 76 4 3

暮らしに身近な生活

環境の向上

4-3-4について、公共下水道から合併処理浄化槽ま

で多様だが、｢施設の整備や維持管理を実施すると

ともに、適切な利用を市民に啓発する｣という記述

から、公共下水道の終末下水処理場という大きな

施設の意味にとってしまった。

そのため、市民の油の処理など例示を入れるとい

いと思う。

検討させていただく。

下水道等の処理方式に応じて、効率的

かつ効果的な施設の維持管理を行うと

ともに、適切な利用を市民に啓発して

いきます。

下水道等の処理方式に応じて、効率的

かつ効果的な施設の維持管理を行うと

ともに、下水道等への切替や宅内ます

の定期的な清掃などの適切な利用を市

民に啓発していきます。

環境政策課

上下水道局

荒木宏之

P76「4-3暮らしに身近な生活環境の向上」の「4-

3-2生活に密着した環境問題の改善」概要に、空き
空き家等については、人が住んでい

ない空き家と空き地が前提となる。

32 質問 76 4 3

暮らしに身近な生活

環境の向上

家等の適正管理とあるが、空き家とは、所有者が

明確な空き家なのか、または所有者の所在が不明

な空き家なのか。所有者が明確であれば、適正管

理も可能なのだろうが、所在者が不明な場合、適

正管理という表現はどうなのだろう。

また、ペット類の適正飼育に関しても、現在、

ペット類よりも野良猫などが問題であるが、その

辺りは、市民への啓発という記載のみでよいのだ

ろうか。

ない空き家と空き地が前提となる。

佐賀市外に居住している所有者にも

適正管理をお願いしていくという意

味も含めている。

地域猫（野良猫）については、餌や

りに関する苦情もあり、市民への啓

発のほか、地域猫の避妊去勢手術の

助成等を行っている。

環境政策課 橋本辰夫

33 質問 76 4 3

暮らしに身近な生活

環境の向上

ここで記載しているということは、空き家等の問

題は、苦情が多いと考えてよいのか。

苦情も多く、昨年「空き家等適正管

理条例」を制定し、それに基づいて

危険な家屋等については、特に指

導・勧告、あるいは命令等による行

政代執行まで行う条例とし、苦情等

に関する対策をしていることもあ

り、特にここで記載している。

環境政策課 荒木宏之

34

都市のみどりと美し 数値目標についてだが、「屋外広告物許可割合」

屋外広告物許可割合というのは、屋

外広告物は原則として許可を受けて

いただく必要がある。現在許可して

いる広告物はまだまだ少なく、佐賀

34 質問 77 4 4

都市のみどりと美し

い景観の創出

数値目標についてだが、「屋外広告物許可割合」

とはどういうものか、定義を教えてほしい

市内にある屋外広告物の実態調査を

平成24年に行って把握をしている

が、それに対する許可の割合を指標

として設定したいということであ

る。

都市デザイン課 荒木宏之

35 質問 77 4 4

都市のみどりと美し

い景観の創出

無許可の分の屋外広告物も含めた全体が分母で、

許可が出されているものが26.9％ということで、

将来的には100％にしていくということでよいか。

その通りである。 都市デザイン課 荒木宏之
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36 意見 78 4 4

都市のみどりと美し

い景観の創出

【取組方針】

既存公園の維持管理、公園の新設に際しては、犯

罪機会論等の観点から、犯罪が起きにくい環境の

整備を図るという視点を盛り込む。

犯罪の機会とは、一言で言えば、犯

罪が成功しそうな雰囲気のこと。犯

罪は、犯罪の動機を抱えた人が犯罪

の機会に出会ったときに初めて起こ

るという考え方で「機会なければ犯

罪なし。」とするのが犯罪機会論で

ある。背の高い植え込み等で外部か

ら見えにくい環境の公園は犯罪を誘

発する危険性がある一方、オープン

スペースが広く、見通しの良い公園

では犯罪は起きにくい。つまり、今

後の公園の整備等に際しては、犯罪

機会論等の観点も取り入れた設計・

設備計画とすることが望ましい。

公園の中の緑の考え方については、

時代とともに変化してきた。以前ま

では公園の外周を高い木で囲み、隔

離された空間をつくるというのが一

般的であった。時代とともに、防犯

に対する考え方や公序良俗を守ると

いう観点から、現在はオープンなも

のに変わってきている。例えば市役

所南公園を例に取れば以前は外周に

ツツジなどの下木が植わっていた

が、現在は花などを植えて視認性を

高めている。新規に公園を整備する

場合は、犯罪やいたずら防止の視点

を盛り込み、できるだけオープンな

空間を確保するのが前提と考えてい

る。

ご指摘の点を踏まえて、どういう形

で反映させるかを検討したい。

4-4 都市のみどりと美しい景観の創出

■取組方針

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。公園については適切な維持管理

に努め、市民の利用を促進するととも

に、新しい公園の整備に当たっては、

市民ニーズや地域性を踏まえ、防災機

能と合わせた整備に取り組みます。

景観形成については、特色ある景観資

源の適切な保全と創出を図るととも

に、周辺の景観と調和した適正な規制

誘導を行います。緑化や景観形成につ

いては、条例等に基づく指導や誘導だ

けでは難しいことから、市民ボラン

ティアとの協働等、市民と一体となっ

た取組を進めます。

4-4 都市のみどりと美しい景観の創出

■取組方針

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。公園については、安心して利用

できるよう適切な維持管理に努めま

す。 、市民の利用を促進するととも

 に、新しい公園の整備に当たっては、

市民ニーズや地域性を踏まえるととも

に、明るく開放的で防災機能 と等も合

わせた整備に取り組みます。

景観形成については、特色ある景観資

源の適切な保全と創出を図るととも

に、周辺の景観と調和した適正な規制

誘導を行います。緑化や景観形成につ

いては、条例等に基づく指導や誘導だ

けでは難しいことから、市民ボラン

ティアとの協働等、市民と一体となっ

た取組を進めます。

緑化推進課 原　貴泰

た取組を進めます。

7


