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恵まれた自然と共生し、人と地球にやさしいまち 
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４-１  地球にやさしい低炭素社会の構築 

 

施策統括責任課 

環境政策課 

 

■ めざす姿（成果目標） 

市民や事業者、市民活動団体は、環境・エネルギー問題を意識し、温室

効果ガスの排出削減に取り組んでいる。 

 

■ 成果指標と目標値 

成果指標 単位 
現在 

基準値（2013） 

将来 

目標値(2019) 

将来 

目標値（2024） 

省エネ等の環境問題を

意識し、取り組んでいる

市民の割合 

％ 78.8 82.0 85.0 

市域における電力使用

量（2013年比） 
％ 100.0  98.2 95.6 

 

■ 背景と課題 

【背景】 

・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、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。一方、

東日本大震災以後、市民のエネルギー問題への関心や省エネルギーに対する意識が高まりつつ

あります。 

・本市は、長年にわたり継承されてきた脊振・天山山系の山林や田園に加え、河川やクリーク、

干潟などの個性豊かな水辺があり、市民に親しまれる自然環境を有しています。 

【課題】 

・地球温暖化に対しては、市民一人ひとりの日常生活や事業活動の中で、エネルギーの消費を抑

制するなど二酸化炭素の排出削減につながる取組を増やしていく必要があります。また、二酸

化炭素をほとんど排出しない太陽光や水力、風力、バイオマス等をはじめとする再生可能エネ

ルギーを本市の特性に応じて普及促進することが求められています。 
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・自然環境の保全に対しては、生物多様性の確保など環境に配慮した取組を継続していくため、

自然環境や希少種などの生息する重要な地域の保全を図る必要があります。 

・脊振・天山山系の山並み、シチメンソウや渡り鳥の飛来地である有明海の干潟などは、豊かな

自然環境の保全とともに、その効果的な活用が求められています。 

 

■ 取組方針 

本市では 2010年（平成 22年）に環境都市宣言を行い、市民一人ひとりが環境に対する責任を

自覚し、環境保全に積極的に取り組む姿勢を示しています。 

市民一人ひとり、また地域や事業者に対して省エネルギーなどの環境負荷を減らすことのでき

る取組を積極的に啓発していくとともに、再生可能エネルギーの普及に努め、低炭素社会の構築

を推進します。 

また、本市の山から海まで広がる多様な生物の生息・生育環境の保全を図るとともに、市民が

自発的に環境保全に関わることができるよう、あらゆる年齢層に応じた環境教育を推進します。 

 

施  策 取組（基本事業） 概    要 

4-1 

地球にやさしい低

炭素社会の構築 

4-1-1 

温暖化防止対策の推進 

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。 

4-1-2 

再生可能エネルギーの普及

促進 

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。 

4-1-3 

自然環境保全活動の推進 

身近な自然・生態系の保全や、市域を超えた

広域的な観点から重要な生物生息環境の保

全を図ります。また、干潟などの環境を保全

し、自然環境の効果的な活用を図ります。 

4-1-4 

環境教育の推進 

幼少期から年齢層に応じて市民の環境学習

機会を提供し、環境意識の醸成を図ります。

また、市民活動団体等への情報提供や活動の

支援を図り、環境保全を推進します。 

 

■ 関連する計画 

環境基本計画 
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4-2 持続可能な循環型社会の構築 

 

施策統括責任課 

循環型社会推進課 

■ めざす姿（成果目標） 

市民や事業者は、リデュースや廃棄物の適切な分別等に取り組み、廃棄

物の発生を抑制している。 

 

■ 成果指標と目標値 

成果指標 単位 
現在 

基準値（2013） 

将来 

目標値(2019) 

将来 

目標値（2024） 

1人 1日当たりごみ排出

量 
g/人日 1,048 1,008 964 

リサイクル率 ％ 17.4 19.3 20.5 

 

 

■ 背景と課題 

【背景】 

・国が策定した「循環型社会形成推進基本計画」の基本的方向性において、リサイクル（廃棄物

を再生利用する活動）より優先順位の高い２Ｒ（ごみの量そのものを減らす活動＝リデュース、

不要になったものを修理などにより再使用する活動＝リユース）の取組が進む社会経済システ

ムの構築が示されています。 

・市町村合併後４施設あった市内のごみ処理施設（諸富・三瀬地区を除く）を佐賀市清掃工場に

統合し、ごみ処理方法の統一を図りました。これまで各地区で異なっていた分別方法を統一す

るためには、市民の理解が必要であり、分別を徹底することが廃棄物発生抑制の重要な要素と

なっています。 

【課題】 

・事業所から排出されるごみの量は、景気等に影響されますが、事業者においても発生抑制の取

組が求められています。 

・市民、事業者、市民活動団体が相互に連携・協力して、３Ｒ（リデュース、リユース、リサイ

クル）の推進に努めてきましたが、その中でも２Ｒ（リデュース、リユース）の取組を今まで

以上に推進する必要があります。 
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・野焼きが法律で禁止されて以降、高水準で推移している剪定ごみや草類の資源化、小型家電か

らの有用金属の回収等、リサイクルの取組を更に進めていく必要があります。 

・市内の山間部や河川敷、海岸などには、廃棄物の不法投棄が見受けられますが、廃棄物の不法

投棄は環境に大きな影響を及ぼすことが懸念されるため、不法投棄の防止を図る必要がありま

す。 

 

■ 取組方針 

市民生活や事業活動に浸透してきた廃棄物のリサイクル（再生利用）の推進とともに、今後は、

市民や事業者に対して、情報提供や体験学習等を通じた啓発等により、リデュース（発生抑制）

とリユース（再使用）を積極的に推進し、３Ｒに取り組みやすい仕組みや環境づくりを図ります。 

また、リサイクルの推進にあたっては、民間活力を積極的に導入し、資源の確保や有効利用に

取り組みます。 

 

施  策 取組（基本事業） 概    要 

4-2 

持続可能な循環型

社会の構築 

 

4-2-1 

家庭系ごみのリデュースと

リユース・リサイクル 

廃棄物の分別の徹底を図り、廃棄物の発生抑

制と再使用等を促進するため、情報の収集と

提供に努め、環境教育を推進します。 

4-2-2 

事業系ごみのリデュースと

リユース・リサイクル 

廃棄物の発生抑制と再使用等を促進するた

め、事業所訪問等により、３Ｒ推進パートナ

ー制度の普及やごみ減量方法の提案等を行

います。 

4-2-3 

ごみの適正処理 

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。 

 

■ 関連する計画 

環境基本計画 

一般廃棄物処理基本計画 
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4-3 暮らしに身近な生活環境の向上  

 

施策統括責任課 

環境政策課 

 

■ めざす姿（成果目標） 

市民一人ひとりが、生活環境の向上に取り組み、快適な生活を営んでい

る。 

 

■ 成果指標と目標値 

成果指標 単位 
現在 

基準値（2013） 

将来 

目標値(2019) 

将来 

目標値（2024） 

公害苦情（騒音・振動・

悪臭等）件数 
件 208 182 162 

生活環境苦情件数 件 291 258 233 

鉛給水管更新率 ％ 45.0 85.4 100 

下水道接続率 ％ 87.30 92.19 93.40 

 

■ 背景と課題 

【背景】 

・大気汚染や水質汚濁、騒音・振動等の公害やペットの適正飼育、空き家・空き地等に係る生活

環境の苦情・相談が寄せられており、身近な生活環境への関心が高くなっています。また、本

市は 2014年（平成 26年）4月、特例市移行に伴い、公害関係業務の一部が佐賀県から移譲さ

れ、土壌汚染対策などの公害に係る新たな業務の窓口を担うことになりました。 

・本市では、2012 年（平成 24 年）4月に、下水道事業を水道局に組織統合し「上下水道局」を

新設し、水質や環境対策を充実させ市民サービスの向上を図るとともに、経費削減等による経

営合理化を進めています。 

・上水道については、これまで整備してきた施設の維持更新に係るコストの増大が予想される一

方、人口減少による水需要の低下や工場等の大口需要家からの需要拡大が見込めない状況で

す。また、下水道（公共下水道、農業集落排水処理）の整備は、2016年度（平成 28年度）に

概ね終了する予定です。 

【課題】 

・大気汚染や水質汚濁、騒音・振動等の公害対策については、継続的な観測が必要であるととも
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に、ペットの飼育マナーなど、生活に身近な環境問題について苦情が増加していることから、

取組を充実する必要があります。 

・上水道については、給水収益が減少する中、これまでどおり安全な水を安定的に供給できるよ

う効率的な事業運営が求められています。 

・下水処理については、下水道等エリアマップに定めた地域ごとの最適な処理方式に基づいて施

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していく必要があります。 

 

■ 取組方針 

大気汚染や水質汚濁、騒音・振動等の公害対策、ペットの飼育マナーや空き家等の適正管理な

ど、生活に身近な環境問題について、適切な観測、相談・指導体制を充実します。 

また、上下水道については、取水から排水までの一貫した水の管理により、良質な水道水の供

給と適切な下水の処理を効果的かつ合理的に推進します。 

 

施  策 取組（基本事業） 概    要 

4-3 

暮らしに身近な生

活環境の向上 

4-3-1 

公害（騒音・振動・悪臭等）

の防止 

工場や事業所からの騒音・振動・悪臭等の発

生を防止するため、環境調査や立ち入り検

査・指導・監視に取り組みます。 

4-3-2 

生活に密着した環境問題の

改善 

身近な生活環境に関する相談体制を充実し、

特にペット類の適正飼育や空き家等の適正

管理に努めるよう、市民への啓発を行いま

す。 

4-3-3 

水道水の安定供給 

水源から蛇口までのあらゆる過程における

水質や施設の適切な管理により、安全でおい

しい水道水を安定的に供給します。 

4-3-4 

下水の適切な処理 

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。 

 

■ 関連する計画 

環境基本計画 

上下水道ビジョン 
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4-4 都市のみどりと美しい景観の創出 

 

施策統括責任課 

緑化推進課 

 

■ めざす姿（成果目標） 

地域の自然、歴史、文化と人々の営みが調和し、快適なみどり空間と調

和して美しい景観が形成されている。 

 

■ 成果指標と目標値 

成果指標 単位 
現在 

基準値（2013） 

将来 

目標値(2019) 

将来 

目標値（2024） 

新規で植えた樹木の本

数 
千本 294 418 518 

市民一人当たりの都市

公園面積 
㎡ 7.2 7.8 8.3 

景観賞表彰件数 件 68 92 112 

屋外広告物許可割合 ％ 26.9 75.0 100 

 

■ 背景と課題 

【背景】 

・樹木や花などのみどりは、二酸化炭素の吸収、大気の浄化、地球温暖化の防止等の機能を有し

ているとともに、人と自然が共生する良好な都市環境の形成に大きく寄与することから、緑化

の推進や公園の整備の重要性は今後も高まることが予想されます。 

・これまでも市民の緑化活動への支援や公共事業における緑化等に取り組んできており、2014

年度（平成 26年度）の市民意識調査によると約 67.3％の市民が、市内はみどり豊かでうるお

いがあり、緑との触れ合いに満足していると答えていますが、市民一人当たりの都市公園面積

は 2013年度（平成 25年度）末で 7.2㎡であり、国が目標とする 10㎡を未だ下回っているの

が現状です。 

・景観形成の取組については、1990年（平成 2 年）に「都市景観基本計画」を策定し、2012年

（平成 24年）には、「景観条例」の施行及び「景観計画」の運用を開始し、良好な景観の誘導

を行ってきました。特に景観形成に重要な影響を与える屋外広告物に関しては、2005 年（平

成 17 年）に県から権限移譲を受け規制誘導事務を開始し、2008 年（平成 20 年）には「佐賀

市屋外広告物条例」を施行するなど、地域の特性に応じた一定のルールを定めています。 
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【課題】 

・緑化の推進は行政の力だけでは限界があるため、維持管理を含めて市民との協働を推進してい

くことが必要です。 

・本市の「市民一人当たりの都市公園面積」は、国の目標である 10 ㎡まで到達しておらず、都

市公園の整備を推進していくことが求められています。 

・良好な景観形成には、景観法に基づく景観計画を広く周知啓発し、景観意識の醸成を図ってい

くことが重要です。 

 

■ 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。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、明るく開放的で防犯や防災等にも配慮した整備に取り組

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。 

 

施  策 取組（基本事業） 概    要 

4-4 

都市のみどりと美

しい景観の創出 

 

4-4-1 

緑化活動の推進 

市民の緑化活動に対する支援や意識啓発に

努め、協働による緑化の推進を図ります。 

また、創出したみどりや古木等の歴史あるみ

どりの維持・保全に努めるとともに、公共施

設や事業所、住宅等の民有地の緑化を誘導し

ます。 

4-4-2 

公園の整備 

既存公園については市民の利用促進や維持

管理への参画を図ります。また公園の新設に

ついては、配置バランスなどを考慮し、魅力

ある公園整備を推進します。 

4-4-3 

景観形成の推進 

景観計画や屋外広告物条例、歴史的風致維持

向上計画に基づき、良好な景観を守り・つく

り・育てるための指導や誘導を行います。 

4-4-4 

景観意識の醸成 

景観の規制･誘導の基準や趣旨について市民

や事業者に理解を促し、景観意識の醸成を図

ります。 
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■ 関連する計画 

みどりの基本計画 

景観計画 

歴史的風致維持向上計画 

 


