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はじめに 
近年、地球温暖化や生物多様性の危機など、国境を超えた

地球規模の問題が顕著化しています。これらの問題解決に向

け、国際的にもさまざまな議論や取り組みが行われています。

日本では、平成 23年 3月 11日の東日本大震災に伴う福島

第一原子力発電所の事故により、原子力の安全性について全

国的に関心が高まるとともに、省エネルギー化や節電、再生可能エネルギーの普及など環境

負荷低減への取り組みが求められるようになりました。

また、国は、平成 27年にパリで開催された COP21に先立ち、平成 42年までに、平成 25

年比で温室効果ガスを 26％削減する約束草案を提出しました。本市も、国の動向を念頭に、

地球温暖化防止対策を推進していく必要があります。このような中、環境に対する市民の意

識は高まっており、環境行政に対する期待も大きくなっています。

このたび、「大野城市環境基本計画」の策定から 5年が経過するにあたり、将来を見据えた

計画の方向性を継承しつつ、現状に合わせた施策となるよう、中間改定を行いました。

本計画は、目指すべき本市の環境像を「自然と人が共に生きるやすらぎのまち」と掲げて

おります。その実現に向け、市民の皆様のご協力、ご意見をいただきながら、充実した施策

を実行し、次世代の子ども達に素晴らしい環境を引き継ぐために万全を尽くしてまいります。

終わりに、本計画の中間改定にあたり、環境政策審議会委員の皆様から貴重なご意見・ご

提言を賜りましたことに、心から感謝申し上げます。

平成 28年 2月



目次

目 次

第 1章 環境基本計画見直しの背景と趣旨 
第１節 世界・日本の動き 

１．変化する地球環境 --------------------------------------------------------- 1

２．世界の動き --------------------------------------------------------------- 1

３．日本の動き --------------------------------------------------------------- 2

第２節 大野城市の概況 

１．位置及び地勢 ------------------------------------------------------------- 3

２．人口及び世帯数 ----------------------------------------------------------- 9

３．大野城市の産業 ---------------------------------------------------------- 11

４．水環境・水質保全に関する状況 -------------------------------------------- 15

第３節 計画見直しの趣旨 

１．計画見直しの背景と目的 -------------------------------------------------- 17

第 2章 目指す環境像と計画の体系 
第１節 目指す環境像 

１．大野城市のすばらしい環境 ------------------------------------------------ 18

２．目指す環境像 ------------------------------------------------------------ 20

第２節 計画の基本事項 

１．計画の範囲 -------------------------------------------------------------- 21

２．計画の期間 -------------------------------------------------------------- 21

３．計画の位置づけ ---------------------------------------------------------- 22

４．第5次大野城市総合計画 ------------------------------------------------- 23

５．重要度と満足度 ---------------------------------------------------------- 25

６．計画の構成 -------------------------------------------------------------- 26

第 3章 現状と課題 
第１節 自然環境 

１．森林の保全・管理 -------------------------------------------------------- 27

２．生物多様性の保全 -------------------------------------------------------- 31

３．動植物の保護 ------------------------------------------------------------ 32

４．おおのじょう緑のトラスト運動 -------------------------------------------- 33

第２節 地球環境 

１．エネルギー消費量及び二酸化炭素排出量 ------------------------------------ 35

２．家庭・事業所での取り組み ------------------------------------------------ 39

３．エコ・オフィス ---------------------------------------------------------- 41

４．地球規模の問題 ---------------------------------------------------------- 43



目次

第３節 生活環境・地域環境 

１．ごみの減量・リサイクルの推進 -------------------------------------------- 44

２．安心で快適な生活環境 ---------------------------------------------------- 47

３．緑のある都市------------------------------------------------------------ 49

４．地産地消の拡大---------------------------------------------------------- 51

５．文化財の保全------------------------------------------------------------ 52

第４節 ボランティアなど市民活動 

１．市民による環境保全活動 -------------------------------------------------- 53

第５節 環境保全体制 

１．学習・教育・啓発 -------------------------------------------------------- 55

２．環境基本計画年次報告書 -------------------------------------------------- 56

３．環境政策審議会---------------------------------------------------------- 56

第 4章 重要施策と目標 
第１節 貴重な自然をはぐくむ 

１．森林の適正管理と機能回復 ------------------------------------------------ 57

２．生物多様性の取り組みの推進 ---------------------------------------------- 59

３．動植物との共生---------------------------------------------------------- 60

４．おおのじょう緑のトラスト運動の推進 -------------------------------------- 61

第２節 豊かな地球を守る 

１．低炭素社会の形成 -------------------------------------------------------- 62

２．地球温暖化防止の取り組みの普及 ------------------------------------------ 64

３．市の率先行動------------------------------------------------------------ 65

４．地球環境の保全---------------------------------------------------------- 66

第３節 快適な生活を目指して 

１．資源循環型社会の形成 ---------------------------------------------------- 67

２．生活環境の快適化 -------------------------------------------------------- 69 

３．都市の緑化推進---------------------------------------------------------- 71 

４．地元産物の消費---------------------------------------------------------- 72

５．歴史との共生------------------------------------------------------------ 73

第４節 みんなの手で環境保全を 

１．市民活動の活性化 -------------------------------------------------------- 74

第５節 人と自然が共生するまちへ 

１．環境保全意識の浸透 ------------------------------------------------------ 75

２．環境基本計画年次報告書の作成 -------------------------------------------- 76

３．環境政策審議会の開催 ---------------------------------------------------- 76



目次

第 5章 市民・事業者・行政の行動指針 
第１節 市民の行動指針 

１．市民の行動指針の意義 ---------------------------------------------------- 77

２．自然環境に関わる行動指針 ------------------------------------------------ 77

３．地球環境に関わる行動指針 ------------------------------------------------ 78

４．生活環境に関わる行動指針 ------------------------------------------------ 79

５．地球環境に関わる行動指針 ------------------------------------------------ 79

６．ボランティア活動などに関わる行動指針 ------------------------------------ 79

第２節 事業者の行動指針 

１．事業者の行動指針の意義 -------------------------------------------------- 80

２．自然環境に関わる行動指針 ------------------------------------------------ 80

３．地球環境に関わる行動指針 ------------------------------------------------ 80

４．生活環境に関わる行動指針 ------------------------------------------------ 81

５．地球環境に関わる行動指針 ------------------------------------------------ 81

６．ボランティア活動などに関わる行動指針 ------------------------------------ 81

第３節 行政の行動指針 

１．市民活動の支援 ---------------------------------------------------------- 82

２．各種施策・事業の推進 ---------------------------------------------------- 82

３．学習・体験の場の提供 ---------------------------------------------------- 82

４．率先実行 ---------------------------------------------------------------- 82

５．地球温暖化対策実行計画（まどかエコ・オフィスプラン）の推進 -------------- 82

第 6章 計画の推進体制 
第１節 計画の推進体制と役割 

１．計画推進体制 ------------------------------------------------------------ 83

２．市民・事業者の役割 ------------------------------------------------------ 84

３．環境政策審議会の役割 ---------------------------------------------------- 84

４．市の役割 ---------------------------------------------------------------- 84

第２節 環境マネジメントシステムによる管理 

１．PDCAによる進行管理 --------------------------------------------------- 85

２．計画（Plan） ----------------------------------------------------------- 85

３．実行（Do） ------------------------------------------------------------- 85

４．監視・測定（Check）---------------------------------------------------- 85

５．見直し（Action） ------------------------------------------------------- 85

第３節 年次報告書 

１．作成と意見募集 ---------------------------------------------------------- 85

２．公表 -------------------------------------------------------------------- 85



第 1章第 1節

1 

出所）IPCC第 5次評価報告書
全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイトよ

り

第１章 環境基本計画見直しの背景と趣旨

第１節 世界・日本の動き
１．変化する地球環境

私たちを取り巻くさまざまな環境は、急速に変化

し、地球温暖化・エネルギーの枯渇・森林破壊など、

多くの問題が起きています。これらの問題は、人間

の生活によって引き起こされているものも、少なく

ありません。また、世界の人口は、国連の中位推計

によれば、増大を続け平成 77年（2065年）には 100
億人を突破するものと予測されており、さらに深刻

な問題を引き起こす恐れもあります。

特に、産業革命以降、化石燃料の使用による地球

温暖化は急速に進んでいて、地球の気温は 1880 年
（明治 13年）から 2012年（平成 24年）で約 0.85
度上昇し、今後 100年では最大 4.8度上昇するという予測もあります。地球温暖化で、北極や
南極の棚氷、高山の氷河等が溶けるだけでなく、海水が温められることによって熱膨張し、海

面が上昇して、既に沈みかけている国もあります。

また、オゾン層の破壊については、原因となるフロンガスの排出を抑制することによって、

平成 62年（2050年）頃に、オゾンホールの生成が始まった昭和 55年（1980年）頃の水準に
回復すると予測されています。その他、過放牧などによる砂漠化、不適切な商業伐採などによ

る森林の減少、生息・生育地の破壊や乱獲による野生生物の種の減少など、さまざまな問題が

進行する恐れがあります。

２．世界の動き

国際的な動きとして、平成 4年（1992年）に国連環境開発会議が開催され、持続可能な開発
を実現していくためのリオ宣言や、これを実践するためのアジェンダ 21のほか、森林原則声明、
生物の多様性に関する条約及び気候変動に関する国際連合枠組条約が合意されました。その後、

平成 5年（1993年）に生物の多様性に関する条約、平成 6年（1994年）に気候変動に関する
国際連合枠組条約が発効されており、多くの国が署名しています。

気候変動に関する国際連合枠組み条約に関しては、平成 9年（1997年）の COP3（第 3回気
候変動枠組条約締約国会議）で京都議定書が採択され、平成 2年（1990年）を基準年として平
成 20年（2008年）から平成 24年（2012年）までの期間中に、先進国全体の温室効果ガスの
排出量を 5％削減することを目的として、各国の削減目標が定められました。
さらに、平成 21年（2009年）に COP15（第 15回気候変動枠組条約締約国会議）がデンマ
ークのコペンハーゲンで開催され、京都議定書の約束期間が終わる平成 25年（2013年）以降
について、各国の温室効果ガス削減のための合意がなされました。その後、平成 27 年（2015
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年）には、フランスで COP21（第 21 回気候変動枠組条約締約国会議）が開催され、平成 32
年（2020年）以降の地球温暖化対策の新たな枠組みとして、産業革命と比較し、地球の気温上
昇を 1.5 度に抑えるため、途上国を含むすべての国が協調して、温室効果ガス削減に取り組む
ことで合意されました。

３．日本の動き

我が国は高度経済成長期以降、大量生産・大量消費・大量廃棄の社会経済構造が定着し、そ

のことが環境に大きな負荷をかけてきました。また、水源涵養・二酸化炭素吸収・林産物供給

など多面的な機能を持つ森林については、人工林における間伐などの手入不足による機能の低

下が生じたり、農用地については耕作放棄地など、適切な管理がされない土地が拡大したりし

ています。このような中、絶滅の恐れのある野生生物種が増えています。一方で、ニホンジカ

やイノシシなど一部の野生鳥獣の分布域が拡大し、農作物への被害が増加するなどの問題も顕

著になってきています。さらに、平成23年（2011年）に発生した東日本大震災や原子力発電所
事故を機に、「安全・安心」という視点の重要性が高まりました。このような背景から、平成

24年度に策定された第四次環境基本計画では、目指すべき持続可能な社会を、「低炭素」・「循
環」・「自然共生」の各分野を統合的に達成することに加え、「安全」がその基盤として確保

される社会としています。

地球温暖化対策については、平成 17 年（2005 年）に発効した京都議定書を受け、平成 24
年（2012 年）までに温室効果ガスを平成 2 年（1990 年）比で 6％削減することを約束し、こ
れを達成するために京都議定書目標達成計画が策定されました。平成 20年（2008年）には北
海道洞爺湖で第 34回主要国首脳会議が開催され、日本は環境との共生をコンセプトのひとつに
掲げ、環境重視の日本を世界にアピールしました。さらに、平成 21年（2009年）にデンマー
クのコペンハーゲンで開催された COP15 では、平成 25 年（2013 年）以降の目標として、平
成 32年（2020年）までに平成 2年（1990年）比で 25％削減を掲げました。平成 20年（2008
年）に改正されたエネルギーの使用の合理化等に関する法律や地球温暖化対策の推進に関する

法律が、平成 22年度から施行され、取り組みの強化が図られています。
平成 24年（2012年）には、京都議定書の第１約束期間が終了し、正味の温室効果ガス総排
出量は、基準年比で 1.4％増加しましたが、総排出量から森林等吸収源 3.9％(4,767 万 t-CO2)
及び京都メカニズムに基づく排出量取引分の 5.9％を差し引くことで、辛うじて 8.4％削減を達
成しました。

平成 27 年（2015 年）に、国は 2030 年時点の望ましい電源構成「ベストミックス」の原案
を示しました。その中で、原子力発電所の事故を踏まえ、原子力の比率を東日本大震災前の約

30％から 20～22％とする一方で、太陽光などの再生可能エネルギーは、原子力よりやや高い
22～24％とすることとしています。
また、日本は、平成 27年（2015年）の COP21に先立ち、平成 42年（2030年）までに、
平成 25年（2013年）比で温室効果ガスを 26％削減する約束草案を提出しました。
廃棄物・リサイクル対策においては、平成 12年（2000年）以降に、廃棄物の処理及び清掃
に関する法律などの改正や、容器包装・家電・建設資材・食品・自動車に関する各種リサイク

ル関連法が制定され、循環型社会の形成に向けた法的基盤の整備が進められてきました。
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第２節 大野城市の概況
１．位置及び地勢

（１）位置・面積

大野城市は福岡市の南、東経 130度 28分、北緯 33度 32分付近に位置しています。市域は
東西約 6㎞、南北約 8.5㎞で、面積は 26.89㎢です。南北に細長く、市の中心部の幅は約 1㎞
しかなく、くびれた形状のひょうたん型をしています。

図 1-2 大野城市の位置

大野城市 

福岡県
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（２）自然環境

市域の約 4 割を森林が占めており、北東部には四王寺山や乙金山、南部から南西部にかけて
は、背振山系の牛頸山を中心とする小連山があり、都市部としては貴重な緑を残しています。

太宰府市との市境にある水城跡は、歴史文化としてだけではなく、本市の南部と北東部をつな

ぐ非常に価値のある貴重な緑地帯でもあります。

市の中心部は平坦で市域の約半分を占め、そこでは御笠川に牛頸川が合流し、博多湾へ注い

でいます。

表 1-1 図 1-3・図 1-4の凡例
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図 1-3 大野城市の自然環境（北地区・東地区・中央地区）

東地区の山地部と御笠川
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図 1-4 大野城市の自然環境（南部）

南地区の山地部と牛頸ダム



第 1章第 2節

7 

（３）交通

市域内には九州の交通動脈である国道 3号、JR九州の鹿児島本線、西鉄天神大牟田線などが
南北に貫通しています。また、九州自動車道太宰府インターチェンジや、それに接続している

福岡都市高速道路、福岡空港にも近接しているため、交通の便に恵まれた地域となっています。

さらに、公共交通空白地域を解消し、市民が日常生活で多目的に利用できる移動手段を確保

するため、コミュニティバスまどか号を運行しており、年々乗客数が増加しています。

図 1-5 大野城市の交通

凡例

市境

九州自動車道

福岡都市高速道路

国道 3号
県道

JR鹿児島本線
西鉄天神大牟田線

下大利駅

水城駅

大野城駅

春日原駅 大野城市役所

白木原駅

太宰府 IC
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（４）沿革

「大野城」の名称は、白村江（はくすきのえ）の戦いで大敗を喫した日本が、大宰府防衛の

ために、天智 4 年（665 年）に大野山（今の四王寺山）に築いた我が国最古の朝鮮式山城「大
野城」（おおののき）に由来します。

以来、博多（那の津）と大宰府を結ぶ交通の要地として繁栄しました。

現在の市域が一つの自治体として発足したのは、明治 22年の村制の施行による大野村の誕生
で、当時の人口は、3,855人でした。その後、昭和 25年に町制を施行し大野町となり、このこ
ろから人口の流入が始まりました。この傾向は昭和 30年代の後半から強まり、人口の急増が続
き、昭和 47年 4月に市制を施行し、平成 24年 4月には市制 40周年を迎えました。

表 1-2 大野城市の沿革
事項 年月日 合併地区名 面積（㎢） 人口（人）

村制施行 明治 22年 4月 1日

牛頸村、上大利村、下大利村、

白木原村、瓦田村、筒井村、

山田村、那珂郡井相田村の一部、

仲島村、畑詰村、乙金村

26.94 3,855

町制施行 昭和 25年 10月 1日  26.94 10,192
市制施行 昭和 47年 4月 1日  26.88 36,757

百間石垣
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２．人口及び世帯数

（１）人口・世帯数の推移

本市の人口及び世帯数の推移は表 1-3及び図 1-6に示したとおりです。
本市の人口は、この 10年間で 6,200人程度増加しており、平成 27年（10月 1日時点）で、

99,470 人となっています。世帯数も、この 10 年間で 5,200 世帯程度増加していますが、1 世
帯あたりの人口は減少傾向を示し、平成 27年では 2.36人となっています。

表 1-3 大野城市の人口・世帯数などの推移

年
人口（人）

世帯数（世帯）
1世帯あたり
人口（人）総数 男 女

平成 23年 96,476 46,528 49,948 39,849 2.42
平成 24年 97,758 47,094 50,664 40,581 2.41
平成 25年 98,577 47,503 51,074 41,159 2.40
平成 26年 98,915 47,644 51,271 41,562 2.38
平成 27年 99,470 47,869 51,601 42,107 2.36
資料：市民窓口サービス課

※各年 10月 1日時点
※外国人登録者を含んだ数字

96,476
97,758 98,577 98,915 99,470

39,849 40,581 41,159 41,562 42,107
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2.38
2.39
2.40
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平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年

1世帯あたり
人口（人/世帯）

人口（人）

世帯数（世帯）

図1-6 大野城市の人口・世帯数などの推移

人口 世帯数 1世帯あたり人口
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（２）人口動態

本市の人口は、過去 5年の人口動態において緩やかな増加傾向にあります。平成 32年度（2020
年度）のピークに向けて、当面はこのような傾向が続くと見込まれます。

年齢別人口においては、年少人口及び生産年齢人口は今後も減少する見込みです。一方で、高

齢化率は、全国平均に比べて低率ですが、高齢者人口は確実に増加します。全国平均では、平成

18年度には 5人に 1人が高齢者となりましたが、本市では、約 10年遅れで同程度になると見込
まれます。

表 1-4 大野城市の人口動態 （単位：人）

年
自然動態 社会動態

年間増減
出生 死亡 増減 転入 転出 増減

平成 22年 1,090 626 464 6,522 6,174 348 812
平成 23年 1,063 607 456 6,052 6,033 19 475
平成 24年 1,114 618 496 6,627 5,798 829 1,325
平成 25年 1,102 630 472 6,419 6,215 204 676
平成 26年 1,113 644 469 6,122 6,012 110 579
資料：市民窓口サービス課

※平成27年度については、平成25年3月時点の推計値

95,087
96,541

97,053 96,829

96,017
94,746

93,002

90,000

92,000

94,000

96,000

98,000

平成22年度 平成27年度 平成32年度 平成37年度 平成42年度 平成47年度 平成52年度

(単位：人)

図1-7 大野城市の人口推計

12.5%

12.6%

12.9%

13.7%

14.7%

15.5%

16.2%

55.3%

58.1%

60.0%

61.1%

61.7%

63.5%

66.7%

32.2%

29.3%

27.1%

25.2%

23.6%

21.0%

17.1%

平成52年度

平成47年度

平成42年度

平成37年度

平成32年度

平成27年度

平成22年度

図1-8 人口構成推移

年少人口（0歳～14歳） 生産年齢人口（15歳～64歳） 65歳以上人口
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３．大野城市の産業

（１）産業大分類別就業者数

本市の産業大分類別就業者数の推移は表 1-5及び図 1-9に示したとおりです。
平成 22 年における就業者数は、43,336 人で、人口の増加に合わせて就業者数も増加してい
ますが、第一次産業、第二次産業、第三次産業の就業者数は、近年減少傾向を示しています。

分類不能の産業は増加傾向を示しており、平成 22年では約 8割が第三次産業となっています。
表 1-5 産業大分類別就業者数の推移 （単位：人）

産業（大分類） 平成 2年 平成 7年 平成 12年 平成 17年 平成 22年
第一次産業 249 234 192 189 140
第二次産業 9,041 9,262 9,045 7,644 7,269
第三次産業 25,547 30,486 33,036 34,160 33,543
分類不能の産業 197 318 449 1,001 2,384
資料：国勢調査

0.71% 0.58% 0.45% 0.44% 0.32%

25.81% 22.98% 21.17% 17.78% 16.77%

72.92% 75.65% 77.33% 79.45% 77.40%

0.56% 0.79% 1.05% 2.33% 5.50%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

平成2年度 平成7年度 平成12年度 平成17年度 平成22年度

図1-9 産業大分類別就業者数の推移

第一次産業 第二次産業 第三次産業 分類不能の産業

（２）農業

本市の農家数、農家人口の推移は表 1-6及び図 1-10に、経営耕地面積規模別農家数の推移は
表 1-7及び図 1-11に示したとおりです。
農家数、農家人口とも減少傾向にあり、平成 22年で農家数 180戸、そのうち販売農家 94戸、
自給的農家 86戸となっています。
また、経営耕作面積規模は※1ha以下の農家で約 95％を占めています。
※1ha…面積の単位で、10,000㎡。
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表 1-6 農家数・農業人口の推移

年

農家数（戸） 農家人口（人）

総数 専業農家
兼業農家 農家世帯

員数

農家従事

者数計 1種兼業 2種兼業
平成 2年 310 1 309 5 304 1,546 769
平成 7年 253 3 250 7 243 1,229 536
平成 12年 208 13 195 5 190 968 531
平成 17年 199 （販売農家 98・自給的農家 101）
平成 22年 180 （販売農家 94・自給的農家 86）
資料：農林業センサス

※販 売 農 家：経営耕作面積が 30アール以上、または農産物販売金額が 50万円以上の農家
※自給的農家：経営耕作面積が 30アール未満、かつ農産物販売金額が 50万円未満の農家

1 3 13

98 94

309
250

195
101 86

0

50

100

150

200

250

300

350

平成2年度 平成7年度 平成12年度 平成17年度 平成22年度

（単位：戸）

図1-10 農家戸数の推移

専業農家（H17、H22は販売農家） 兼業農家（H17、H22は自給的農家）

資料：農林業センサス

表 1-7 経営耕地面積規模別農家数の推移       （単位：戸）〔各年 2月 1日時点〕

年 計
0.3ha
未満

0.3～
0.5ha

0.5～
1.0ha

1.0～
1.5ha

1.5～
2.0ha

2.0～
2.5ha

2.5～
3.0ha

3.0ha
以上

例外

規定

平成 2年 310 129 68 77 30 3 1 1 1
平成 7年 253 105 62 68 13 2 1 1 1
平成 12年 208 96 51 50 10 1
平成 17年 199 101 38 51 6 1 2
平成 22年 180 88 37 43 9 3
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（単位：戸）

図1-11 経営耕地面積規模別農家数の推移

0.3ha未満 0.3～0.5ha 0.5～1.0ha 1.0～1.5ha 1.5ha以上

（３）工業

本市の事業所数、従業員数及び製

造品出荷額の推移は表 1-8 及び図
1-12に示したとおりです。
平成 23 年の状況は事業所数 144、
従業者数 2,853 人、製造出荷額は約
425 億円となっており、平成元年頃
と比べると減少していますが、過去 5
年程度の状況は概ね横ばいとなって

います。

168 167 147 140 144

460 441 415 395
424

3,287
3,200 3,048 3,250

2,853

2,000
2,200
2,400
2,600
2,800
3,000
3,200
3,400

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1,000

平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年

従業者数（人）事業所数（箇所）

製造品出荷額等（億円）

図1-12 事業所数、従業員数及び製造品出荷額等の推移

事業所数 製造品出荷額等 従業者数

表 1-8 事業所数、従業員数及び製造品出荷額等の推移

年
事業所数

（箇所）

従業者数

（人）

製造品出荷額等

（百万円）

平成 19年 168 3,287 46,029 
平成 20年 167 3,200 44,076 
平成 21年 147 3,048 41,520 
平成 22年 140 3,250 39,457 
平成 23年 144 2,853 42,424 
資料：工業統計調査
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（４）商業

本市の商店数、従業者数、年間販売額の推移は表 1-9及び図 1-13に示すとおりです。
卸売業、小売業を合わせた商店数の総数は平成 9 年以降、概ね横ばいか、若干の減少傾向を
示しています。従業員数、販売額とも、平成 11年までは増加傾向を示し、その後、減少に転じ
ていますが、平成 19年は微増しています。平成 19年の総数は、商店数 1,007店、従業員数 8,959
人、年間販売額は約 3,452億円となっています。

表 1-9 商店数、従業者数及び年間販売額の推移

年
商店数（店舗） 従業員数（人） 年間販売額（百万円）

総数 卸売業 小売業 総数 卸売業 小売業 総数 卸売業 小売業

平成 9年 1,090 368 722 7,869 3,402 4,467 425,423 336,555 88,868
平成 11年 1,096 410 686 9,530 4,207 5,323 490,202 409,552 80,650
平成 14年 1,073 394 679 9,487 3,991 5,496 390,492 306,982 83,510
平成 16年 1,066 413 653 8,932 3,377 5,555 327,872 242,312 85,560
平成 19年 1,007 389 618 8,959 3,792 5,167 345,176 264,893 80,283
資料：商業統計調査

1,090 1,096 1,073 1,066 1,007
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390 328 345
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年間販売額（十億円）

図1-13 商店数、従業員数及び年間販売額の推移

商店数 年間販売額 従業者数
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４．水環境・水質保全に関する状況

（１）河川及び水質の状況

本市を流れる主要な河川として、牛頸川と御笠川があります。その概要は表 1-10に示すとお
りです。

御笠川及びその支川の牛頸川とも、かつては水質汚濁が進んでいましたが、下水道の普及と

多くの市民の環境保全活動により、美しい川の姿に戻りつつあります。河川の水質汚濁の程度

を示す指標として生物化学的酸素要求量（BOD）が主に用いられますが、最近は環境基準値
（3.0mg/l）を下回っています。水質の浄化が進み、多くの生物が生息することによって、多様
な生態系を持つ川としてもよみがえりつつあります。 

表 1-10 大野城市の主要河川の概要

名称 起点 市内起点 終点 市内終点
総延長

（m）
市内延長

（m）

牛頸川 大字牛頸
若草四丁目

瑞穂町四丁目
筒井五丁目 筒井五丁目 6,400 3,750

御笠川
太宰府市大字

太宰府字松川
下大利団地 博多湾 仲畑一丁目 22,575 5,400

資料：福岡県公共用水域水質測定結果
※

※
※ mg/l…水1リットルの中に含まれる物質の重さ(mg)

75%値とは、測定データを小さい順に並べ、データ数の75%目に当たる値のこと。
例えば、データが12個あれば、小さいものから9番目のデータが75%値となる。
75%値が環境基準以下であれば、環境基準を達成していると判断される。

1.3 

2.0 
1.7 

1.3 

2.1 

0.9 0.9 
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図1-14生物化学的酸素要求量（BOD）の75%値の経年変化

御笠川（大野橋） 牛頸川（瓦田橋）
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（２）生活排水処理の状況

本市の下水道の普及状況は表 1-11及び図 1-15に示したとおりです。
下水道計画面積に対する普及面積、処理区域内人口に対する水洗化人口は、ほぼ 100％の普
及率となっています。

表 1-11 下水道の普及状況

年度

市域面積 計画面積 普及面積 普及率 総人口

普及人口

普及率処理区域内

人 口

水 洗 化

人 口

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ｃ）/（Ａ） （Ｃ）/（Ｂ） （Ｄ） （Ｅ） （Ｆ） （Ｅ）/（Ｄ） （Ｆ）/（Ｅ）
ha ha ha ％ ％ 人 人 人 ％ ％

平成 22年度 2,688 1,422 1,394 51.9 98.0 96,220 96,150 95,460 99.9 99.3
平成 23年度 2,688 1,405 1,403 52.2 99.9 96,578 96,504 95,814 99.9 99.3
平成 24年度 2,688 1,405 1,407 52.3 100.1 98,237 98,173 97,670 99.9 99.5
平成 25年度 2,688 1,405 1,413 52.6 100.6 98,362 98,301 97,841 99.9 99.5
平成 26年度 2,688 1,405 1,418 52.8 100.9 98,961 98,903 98,500 99.9 99.6
資料：企業総務課
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図1-15 下水道の普及状況

普及面積 面積普及率 水洗化人口 人口普及率



第 1章第 3節

17 

第３節 計画見直しの背景と目的
１．計画見直しの背景と目的

本市では、平成 7年 12月に大野城市環境基本条例を制定し、この条例に基づき平成 10年 3
月に大野城市環境基本計画を策定、そして平成 23年 3月に改定を行いました。
ところが、平成 23年 3月の東日本大震災時に起きた福島第一原子力発電所事故により、全国
的に安全安心への関心が高まるとともに、放射性物質対策や節電への啓発、再生可能エネルギ

ーの普及など、環境負荷低減への取り組みが求められるようになりました。

本市では、平成 24年度に公共施設省エネルギー診断を実施し、温室効果ガスの排出量削減と
併せ、省エネ機器への整備改修や再生可能エネルギーの導入について報告書をまとめ、これに

基づき、地球温暖化対策などに取り組むこととしました。

また、緑豊かなまちづくりを進めるための大野城市緑の基本計画については、方針や施策を

計画が並列関係にある大野城市都市計画マスタープランと本計画に仕分けし、環境分野を本計

画に統合することとしました。

平成 27年度は本計画期間の 5年目となり、目標をすでに達成している重要施策や、実施状況
が目標とかけ離れている事業がある等、本計画策定時と比較して状況が大きく変化しているた

め、現状に合わせた計画の見直しが必要となっています。

今後も、社会経済状況の変化を踏まえ、前計画を継承した環境像「自然と人が共に生きるや

すらぎのまち」を目指し、上位計画である第 5次大野城市総合計画に掲げる、「やすらぎのまち」
の実現に努めていきます。

その実現に向け、新たな課題に柔軟でより効果的に対応していくために、前計画の基本的な

枠組みに沿って大野城市環境基本計画を見直したものです。
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第２章 目指す環境像と計画の体系
第１節 目指す環境像
１．大野城市のすばらしい環境

③大野城跡

②さくらの森

⑧共生の森

⑤センダンの木

④御笠川

①御笠の森

⑫さくらの園

⑩トラストの森

図 2-1 大野城市の特徴ある環境

⑪もみじの森

③水城跡

⑥
牛
頸
須
恵
器
窯
跡
群

（
写
真
は
梅
頭
窯
跡
）

⑦牛頸川

⑨牛頸ダム

第 1種自然環境
保護区域

太宰府県立
自然公園
（特別地域）
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表 2-1 大野城市の特徴ある環境

① 御笠の森

神功皇后がこの地を通りかかったとき、突然つむじ風が吹き、笠が飛ばされ

て木にかかったので、その名が付いた伝説の場所です。市内最大級のスダジイ

やモチノキが生えています。

② さくらの森

大野城市の東側、四王寺山麓の県民の森に隣接する園地です。昭和 50 年代
に約 2,500本のソメイヨシノなどが植樹され、春には、数多くのさくらが咲い
ています。遊歩道やベンチなどがあり、日ごろから散策などで利用されていま

すが、より市民の皆様に身近で親しみやすい森にするために整備を進めていま

す。

③大野城跡

と水城跡

水城は天智 3年（664年）に、大野城は天智 4年（665年）に大宰府政庁を
防衛するため百済技術者の指導のもとに造られました。水城は濠と土塁からな

る防衛施設で、大野城は山頂部に土塁をめぐらし、その内部に倉庫群を備えた

朝鮮式山城です。市名の由来にもなっています。

④御笠川

大野城市の中央地区から北地区にかけて流れる川です。堤防には遊歩道があ

り、健康づくりや憩いの場として利用されています。また、北地区では地元住

民のボランティアにより堤防の草刈が行われ、多くの人に親しまれています。

⑤センダンの木

大野小学校のグラウンドにある、高さ約 10ｍ、幹周り約 2.5ｍ、樹齢 150～
200 年と推定される大木です。大野小学校開校時から植えられていて、平成 6
年に大野城市の天然記念物に指定されました。

⑥牛頸須恵器

窯跡群

牛頸や上大利には古代の焼物である須恵器窯跡が数多く残されています。自

然と歴史ある地域として整備活用を目指しています。

⑦牛頸川

大野城市の南部を流れる御笠川の支流です。牛頸ダムの下流部では、地元の

住民によって、清掃や、ゲンジボタルの保護、繁殖活動が行われ、福岡都市圏

でも有数のホタルの名所になっています。

⑧共生の森

もみじの森と隣接していて、以前はごみや廃車置場になっており、草も生え

ない荒地の状態でした。平成 13年に市が買い取り、平成 19年 2月に市民トラ
スト運動の 10周年を記念して、市民植樹祭でイチョウ・ヤマザクラなど、800
本植樹しました。森の一部は学校林として近隣の小学校が平成 19 年からヤマ
グリやヤマモモなどを植樹しています。

⑨牛頸ダム

大野城市の南部に位置する県営ダムです。周辺にいこいの森中央公園や水辺

公園などがあり、多くの人が集う憩いの場となっています。ダムの上流部は大

野城市自然環境保護条例により、第1種自然環境保護区域に指定されています。

⑩トラストの森

牛頸山麓の里山です。皆伐され、はげ山状態でしたが、市が水源涵養のため

買い取った場所です。専門家に相談し、（財）おおのじょう緑のトラスト協会

会員や市民でトラストの森づくりについて話し合い、森づくりの目標を作成し

ました。それに沿って適した樹種を選定し、平成 12年 3月の第 1回市民植樹
祭や、平成 13年 3月の第 2回市民植樹祭などで、計 1,370本を植樹しました。

⑪もみじの森

平野台地区南側の団地に隣接し、トラストの森の北側に位置する里山です。

寺の跡地としてもみじがきれいだった場所で、平成 11 年 4 月にはイロハモミ
ジ・ヤブツバキなど 400 本を植樹し、（財）おおのじょう緑のトラスト協会が
その名を付けました。平成 14年 4月には、イロハモミジを 350本追加植樹し
ました。

⑫さくらの園

牛頸山麓のいこいの森水辺公園の南側に位置する園地です。平成 9年 3月の
設立記念式典の際に、ソメイヨシノを 100本植樹しました。今では、お花見の
時期になると、多くの人が訪れるほど見事なさくらが見られます。
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２．目指す環境像 

本市では、第 5 次大野城市総合計画において、「ともに創る 個性輝く やすらぎの新コミュニティ都
市」を都市（まち）の将来像と定めています。

本計画では、第 5次大野城市総合計画の目標を達成するために、目指す環境像として「自然と人が
共に生きるやすらぎのまち」を掲げました。この環境像は、本市の貴重な財産である自然と人が共生し、

未来の子どもたちが誇れるまち大野城を創りたいという思いが込められています。

また、身近な生活環境から地球規模の環境まで、今後さまざまな取り組みが求められるようになると

考えられます。このような中、一人一人が環境に配慮し、低炭素・循環型社会を構築していかなければ

なりません。そのためにも、本市の自然とふれあうことにより、市民の意識を高め、目指す環境像を実現

します。

自自自然然然ととと人人人ががが共共共ににに生生生きききるるるやややすすすらららぎぎぎのののまままちちち

四王寺山頂からのまちなみ
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第２節 計画の基本事項 
１．計画の範囲 

この計画の対象範囲は、自然環境・地球環境・生活環境・地域環境・環境保全体制の 5 分野
とし、また、その主な要素は表 2-2のとおりとします。
また、対象地域は大野城市全域としますが、温暖化対策や自然保護など、市域を超えた問題

については、広域的な取り組みを含みます。

表 2-2 計画の対象とする範囲
環境分野 主 な 環 境 の 要 素

自然環境 森林保全・植物・動物などに関すること

地球環境 地球温暖化・オゾン層破壊などに関すること

生活環境 大気・悪臭・騒音・振動・水質・ごみ・化学物質などに関すること

地域環境 都市緑化・水辺・公園・緑地・史跡・文化財・地産地消などに関すること

環境保全体制 環境教育・環境学習・環境関連条例・基本計画実行体制などに関すること

２．計画の期間

この計画は平成 23年度から平成 32年度までの 10年間とし、最終年度を目標年度とします。
ただし、第 5 次大野城市総合計画後期基本計画の策定や、国内外の環境問題、環境政策の動向
を踏まえ、必要に応じて見直しを行います。

図図 22--22 計計画画対対象象期期間間

計計

画画

期期

間間

初初年年度度

平平成成 2233 年年度度

平平成成 2244 年年度度

見見直直しし 平平成成 2255 年年度度

平平成成 2266 年年度度

中中間間見見直直しし 平平成成 2277 年年度度

平平成成 2288 年年度度

平平成成 2299 年年度度

平平成成 3300 年年度度

平平成成 3311 年年度度

目目標標年年度度

平平成成 3322 年年度度

必必

要要

にに

応応

じじ

てて

見見

直直

しし
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３．計画の位置づけ

この計画は、第 5 次大野城市総合計画に掲げる都市（まち）の将来像「ともに創る 個性輝
く やすらぎの新コミュニティ都市」を実現するため、環境面からそれを支えるものです。目

指す環境像「自然と人が共に生きるやすらぎのまち」を実現することにより、まちづくりのひ

とつの柱となり、大野城市の環境関連事業の最上位計画として位置づけます。

また、緑豊かなまちづくりを進めるための大野城市緑の基本計画については、内容を再整理

し、本計画と大野城市都市計画マスタープランとに分割して継承することとします。

図 2-3 計画の位置づけ

規定
実現・実行

第第 55 次次大大野野城城市市総総合合計計画画

都都市市（（ままちち））のの将将来来像像

「「ととももにに創創るる 個個性性輝輝くく ややすすららぎぎのの新新ココミミュュニニテティィ都都市市」」

大野城市環境基本条例

平成7年12月制定

大
野
城
市
環
境
基
本
計
画

目
指
す
環
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「
自
然
と
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が
共
に
生
き
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や
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ら
ぎ
の
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」
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緑
の
基
本
計
画
（
環
境
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野
）

一
般
廃
棄
物
処
理
基
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計
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平
成
22
年
５
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策
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大
野
城
市
森
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整
備
計
画

平
成
27
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改
定

大
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城
市
地
球
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対
策
実
行
計
画

平
成
26
年
３
月
改
定

大
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市
鳥
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防
止
計
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平
成
25
年
３
月
策
定

改
訂

大
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市
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計
画
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プ
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平
成
24
年
３
月
策
定

大
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ふ
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と
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計
画

平
成
21
年
６
月
策
定

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
構
想

平
成
20
年
６
月
策
定

調整

実現・実行

そ
の
他
の
計
画

そ
の
他
の
計
画
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４．第5次大野城市総合計画 

（１）リーディング・プランの体系

第 5 次大野城市総合計画は、社会経済情勢の変化や市民ニーズなど、次代の要請に的確に応
えていくため、まちづくりの指針となる計画として、平成 21年 3月に策定されました。計画期
間は、平成 21年度から 10年間となっています。
また、平成 25年度には、後期基本計画を策定し、第５次総合計画の基本構想に掲げる考え方
をもとに、前期基本計画による施策をプランごとに検証・継承し、見直しを行いました。

第 5 次大野城市総合計画では、基本構想において都市の将来像の実現と市民満足度の向上を
図るため、計画期間内において、特に重点的、先導的に展開する三つの戦略的な政策を「リー

ディング・プロジェクト～おおのじょう未来戦略～」として位置づけています。

リーディング・プランは、このリーディングプロジェクトを受けて、今後、先導的かつ重点

的に展開する施策を、テーマ（目的）別に編成した施策群です。

都   市
将来像

リーディング・
プロジェクト（L・P）

L・Pの
テーマ

リーディング・プラン

(1)信頼でつながる元気なコミュニティの実現

(2)積極的な情報提供と共有化による共感の深化

(3)まちづくりの一員として地域活動に参加する職員づくり

(1)行政内分権のための地域拠点施設の機能強化

(2)地域の課題解決力の向上

(1)市民を主人公とした参画型のまちづくりの推進

(2)地域拠点活動施設の充実

(3)ニーズに応じた行政サービスの改善と効果的な実践

(4)「より信頼され親しまれる市役所職員」に向けた研修と啓発

の推進への資質向上

(1)豊かな人権文化のまちづくり

(2)お互いを尊重し、協力し合う男女共同参画のまちづくり

(1)市民に信頼される開かれた学校づくり

(2)家庭の教育力向上

(3)青少年を育む地域環境づくり

(1)市民力を高める学習機会の充実

(2)多彩な市民力を活かすための仕組みづくり

(3)豊かな創造性あふれる地域づくり

(1)まちの魅力向上

(3)地域資源の活用

(1)地域ぐるみの保健福祉活動の推進

(2)高齢者や障がい者が安心して暮らせるまちづくり

(3)安心して子どもを生み、育てられるまちづくり

(1)市民の減災・防災意識の向上

(2)危機管理体制の整備

(3)安全・安心まちづくりの推進

(1)自然と親しめるまちづくり

(2)省エネ・エコ対策の推進

(3)環境にやさしいまちづくり

(1)安全・快適な暮らしを支える都市機能の向上

(2)交通渋滞の緩和と道路交通の安全確保

(3)成果指向型の行政経営システムの推進

と
も
に
創
る

個
性
輝
く

や
す
ら
ぎ
の
新
コ
ミ

ュ
ニ
テ

ィ
都
市

(2)新しいまちのかたちを見据えたにぎわいとやさしさをもった

まちづくり

L・PⅢ

くらしやすらぎ

プロジェクト

～安心して快適に暮らせるまち～

テーマ1

健康づくりと福祉の充実

テーマ2

生活環境の安全・安心

テーマ3

自然との共生

テーマ4

活力あるまちづくりと健全財政の両

立

L・PⅠ

コミュニティ元気プロジェクト

～パートナーシップで躍動するまち～

テーマ1

パートナーシップによる新しい自治

テーマ2

都市内分権という新しい分権

テーマ3

市民満足度№1都市

テーマ4

人権・男女共同参画

L・PⅡ

ひと・まちいきいきプロジェクト

～多彩な個性が

輝くまち～

テーマ1

生きる力を育てる教育

テーマ2

活かされる多彩な市民力

テーマ3

輝くまちの個性

※赤字は本計画と関わりが深い項目

図 2-4 リーディング・プランの体系
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（２）分野別プランの体系

分野別プランは、行政の分野・組織別に体系化したもので、基本構想に定めた都市将来像を

具現化するためにリーディング・プランを補完し、かつ相乗的に展開する施策群です。

第1節 

パートナーシップで 

自治力みなぎるまち 

（コミュニティ） 

4-1 保健医療の充実 

4-2 地域福祉の推進 

4-3 高齢者福祉の充実 

4-4 障がい者福祉の充実 

4-5 子育て支援の充実 

4-6 社会保障制度の充実 

5-1 地域安全の充実 

5-2 地域防災の強化 

5-3 安心で快適な生活環境づくり 

5-4 廃棄物の発生抑制と適正な処理 

7-1 行政改革の推進 

7-2 信頼される市政の推進 

7-3 健全な財政の維持 

7-4 電子自治体の推進 

7-5 都市間連携の推進 

第 5節 

安心でやすらぎのあるまち

（環境・安全） 

第 2節 

心豊かな人と文化を 

育むまち 

（教育・文化） 

第 3節 

にぎわいと魅力あるまち 

（産業・経済） 

第 4節 

幸せな暮らしを 

ともに支えるまち 

（健康・福祉） 

第６節 

自然と共生する 

便利で快適なまち 

（都市・建設） 

第 7節 

市民の信頼にこたえるまち

（地域経営） 

※赤字は本計画と関わりが深い項目
図 2-5 分野別プランの体系

1-2 地域コミュニティの再生 

1-3 国際化の推進 

1-4 人権尊重社会の実現 

1-5 男女共同参画社会の実現 

1-1 パートナーシップの構築 

2-1 学校教育の充実 

2-2 社会教育の充実 

2-3 青少年の健全育成 

2-4 生涯学習の充実 

2-5 芸術文化の振興 

2-7 スポーツ・レクリエーションの推進

2-6 文化遺産の保存と活用 

3-1 商工業の振興 

3-3 にぎわうまちづくり 

3-4 就労の促進 

3-5 消費者保護の推進 

3-2 農業の振興 

6-2 円滑な道路交通網の確立 

6-4 安心・安全な水道水の安定供給 

6-5 快適で安全な下水道の推進 

6-1 機能的で潤いのある都市空間の創出

6-3 緑豊かで快適な空間の創出 
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５．重要度と満足度

市民アンケートによる満足度と重要度の関係は図 2-6のとおりです。
「地球温暖化防止の取り組み」と「資源を有効に使う取り組み」は、かなり重要度が高いも

のの、満足度は低くなっています。

「空気や水などのきれいさ」や「快適で美しい都市づくり」、「環境保全や創造のための活動

や参加」は重要度が高いものの、満足度はあまり高くありません。

「里山とのふれあいや身近な自然との共生」は、重要度、満足度とも比較的に高くなってい

ます。

 ※市民アンケートは、平成 21年 8月に 18歳以上の約千人の市民を無作為に抽出し、郵送によ
り実施したものです。

図2-6　市民アンケート満足度と重要度の関係

地球温暖化防止

の取り組み

（ -1.3 , 7.9）

資源を有効に使う

取り組み

（ -0.9 , 7.6）

里山とのふれあいや

身近な自然との共生

（2.0 , 6.1）

空気や水などの

きれいさ

（0.4 , 8.4）

快適で美しい

都市づくり

（ 0.4 , 6.9）

環境保全や創造の
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（0.2 , 4.5）
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６．計画の構成

大野城市環境基本計画の構成は図 2-7のとおりです。第 5次大野城市総合計画や市民アンケ
ートの結果、前計画の成果を踏まえた構成としました。

図 2-7 計画の構成

第 1章 

環境基本計画策定の 

背景と趣旨

第1節 世界・日本の動き 

第 2節 大野城市の概況 

第 3節 計画の趣旨・目的 

第 2章 

目指す環境と計画の体系 

第1節 目指す環境像 

第 2節 計画の基本事項 

第 5章 

市民・事業者・行政の行動指針

第 6章 

計画の推進体制 

第1節 貴重な自然をはぐくむ 

総合計画 LPⅢテーマ3（1）関連 

第 3章 

現状と課題 

第 4章 

重要施策と目標 

第1節 自然環境 

森林保全などに関する事項 

第 2節 地球環境 

省エネ・省資源などに関する事項 

第 3節 生活環境・地域環境 

ごみ・緑化・文化財などに関する事項 

第 4節 ボランティアなど市民活動 

市民活動・人材育成などに関する事項 

第 5節 環境保全体制 

環境教育・学習などに関する事項 

第 2節 地球にやさしくなるために 

総合計画 LPⅢテーマ3（2）関連 

第 3節 快適な生活を目指して 

総合計画その他 LP・分野別プラン関連

第4節 みんなの手で環境保全を 

総合計画 LPⅢテーマ3（3）関連 

第 5節 人と自然が共生するまちへ 
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第３章 現状と課題

第１節 自然環境
１．森林の保全・管理 

（１）現状

大野城市の自然環境の状況は図 3-3・図 3-4のとおりとなっています。
本市の森林は水源涵養・災害防止・二酸化炭素吸収などの役割のほかに、市民の健康増進・

憩いの場としての役割も担っています。このような森林の公益的機能を保全するために、適切

な管理が必要となります。本市の森林面積は 1,021ha で、森林計画対象民有林が 989.40ha と
なっています。森林計画対象民有林のうち、スギ・ヒノキを中心とする人工林は 670.19ha、天
然林は 242.00ha で、クヌギ・シイなどの樹種があります。また、その他の竹林、無立木地、
更新困難地、林地開発地等が 77.21haとなっています。
南部の森林について、牛頸ダムの上流部は、特に重要な山地部として、平成 3 年に制定され
た大野城市自然環境保護条例において、第 1 種自然環境保護区域に指定されており、森林を保
全するため、その用地について平成4年から買い取りをはじめ、平成27年3月末までに約105ha
を取得した結果、区域内の市有林の割合は約 49％となっています。
里山とのふれあいや身近な自然との共生に関する市民アンケートの結果は、図 3-1 と図 3-2
のとおりです。満足度は「かなり満足」と「やや満足」が約 50％と比較的高くなっており、重
要度は「やや重要」と「かなり重要」が約 80％を占めています。

図3-1　市民アンケート結果：里山とのふれあいや身近な自然との共生の満足度

図3-2　市民アンケート結果：里山とのふれあいや身近な自然との共生の重要度
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図 3-3 自然環境の状況（北地区・東地区・中央地区）
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図 3-4 自然環境の状況（南地区）
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（２）課題

●市内の山林には、多くの人が散策に訪れることから、（公財）おおのじょう緑のトラスト協会

と連携を取りながら、将来にわたり保全していく必要があります。

●大野城市森林整備計画は森林法に基づく計画であり、法に基づき定期的に見直さなければな

りません。

●間伐や除伐などの森林整備作業を実施する際には、森林整備計画に基づいた施業を行う必要

があります。

●第 1 種自然環境保護区域については、牛頸ダムの上流部であることから、水源涵養をはじめ
森林が持つ公益的機能を保ち、開発などの森林破壊を防止するため、市内の森林の中でも、

特に保全していく必要があります。

●福岡都市圏南部最終処分場周辺の森林について、公益的機能を保つため、保全していく必要

があります。

●市内の市有林は、適切に整備・管理していくとともに、定期的に巡視することが必要となり

ます。

●林業従事者の減少や過去の開発などにより、手入れや管理が十分にされていない私有林の整

備を進め、保全していく必要があります。

●森林保全のために、治山事業や林道の維持管理は不可欠です。
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２．生物多様性の保全  

（１）現状

生物多様性は、私たちの暮らしの基盤とな

っています。近年、開発や乱獲による種の減

少、里地里山などの手入れ不足による自然の

質の低下、外来生物などによる生態系の撹乱、

地球温暖化等の影響を受け、その保全が求め

られています。

生物多様性条約については気候変動枠組

条約と同時期に採択され、日本は平成 5 年
（1993年）に条約を締結しました。平成 22
年（2010年）は国連が定めた「国際生物多
様性年」で、愛知県名古屋市で COP10が開
催されました。

しかし、その取り組みについては、今後活発になることが予測されますが、全国的に遅れて

おり、図 3-5に示すとおり、その認知度は低くなっています。

（２）課題

●生物多様性の保全について、認知度を高めるため、多くの人に周知する必要があります。

●生物多様性に関する学習の場を増やしていく必要があります。 

●森林や動植物などを保護し、生物多様性を保全するため、市内の自然環境の状況を把握する

必要があります。 

●水辺の生物の生息環境を確保するため、川の水の流量を確保しなければなりません。 

●生物多様性の保全については、広域的に対策を行う必要があります。 

●生物多様性の保全のため、特定外来生物への対策を行うことが必要です。 

※環境問題に関する世論調査（内閣府,2009）より

言葉の

意味を

知ってい

る

12.8％意味は知

らないが
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聞いたこ

とがある

23.6％

聞いたこ

ともない

61.5％

わからな

い

2.1％

図3-5 生物多様性の言葉の認知度
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３．動植物の保護 

（１）現状

市内には市の花キキョウをはじめ、希少な動植物も生息しています。これらの保護・繁殖は

生物多様性の面からも、非常に重要です。その反面、イノシシやサルなどの被害が増えてきて

おり、その駆除についても、対策を講じる必要があります。

また、図 3-3のとおり、東地区のほとんどが鳥獣保護区に指定され保護が図られています。

（２）課題

●市の花キキョウは全国的に少なくなっていて、環境省絶滅危惧Ⅱ類に分類されています。市

内では数ヵ所で生育が確認されていますが、その保護・繁殖を行う必要があります。

●市内の貴重な樹木については、保存に努める必要があります。 

●鳥獣保護区については、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づき、鳥

獣の保護に努めなければなりません。 

●牛頸ダムの建設に伴い、牛頸川に生息していたホタルが激減したことから、地元住民による

川の清掃やホタルの幼虫のえさの飼育などのボランティア活動が行われています。このよう

な長年の活動によって、今では福岡都市圏でも有数のホタルの名所となりましたが、ホタル

の保護のためには、今後もこのような活動を継続しなければなりません。

●イノシシやアライグマ等の有害鳥獣による被害が増加しており、その駆除頭数は表 3-1 に示
すとおりです。駆除対策について、今後強化を図る必要があります。

表 3-1 有害鳥獣の駆除数
平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度

イノシシ 101頭 64頭 97頭 126頭 48頭
カラス 31羽 41羽 12羽 68羽 37羽
アライグマ － － － － 16頭
タヌキ － － － － 1頭
アナグマ － － － － 0頭
資料：環境・最終処分場対策課
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４．おおのじょう緑のトラスト運動 

（１）現状

大野城市では、南部や東部に残る自然環境を市民の手で保全していく「市民トラスト運動」

を提唱し、その中心的役割を担う団体として、平成 8年(1996年)に（公財）おおのじょう緑の
トラスト協会を設立しました（当時は、財団法人）。現在まで、トラスト協会では、森林整備活

動、ボランティア育成活動、市民への普及活動等に取り組んできました。森林整備活動では、

市民ボランティアの参加により、活動地が 5 ヵ所にまで広がりました。また、今では会員によ
る自主活動グループもみじの森会や牛頸あじさいの会等の活動も盛んになっています。

このような取り組みは、全国的にも先進的であり、長年の功績が認められ、平成 19年 4月に
「みどりの日」自然環境功労者環境大臣表彰（保全活動部門）、平成 20 年 10 月に全国育樹活
動コンクール団体の部で林野庁長官賞など多くの賞を受賞しています。

（公財）おおのじょう緑のトラスト協会の認知度と入会意向に関する市民アンケートの結果

は、図 3-6と図 3-7のとおりです。全く知らない人が約 40％となっており、認知度が低いこと
が分かりました。また、「興味はあるが会員までは考えられない」が約 60％を占め、「活動内容
に共感するので会員になりたい」は 4.4％と入会に対する意向は低くなっています。
しかし、（公財）おおのじょう緑のトラスト協会の活動は会員によって支えられています。そ

のため、会員を増やすことは、活動の活性化につながります。各年度末時点での会員数は、図

3-8のとおりです。平成22年度以降、会員数は減少傾向となっています。
このような背景から、（公財）おおのじょう緑のトラスト協会では平成26年度に、これから10
年間の活動の基本計画である「おおのじょう緑のトラスト10年計画」を策定しました。今後は、
本計画に定める6つの活動計画（①里山活用計画、②生きもの保全計画、③やりがい・生きがい・
世代を繋ぐボランティア参加計画、④緑のサポーター拡大活動計画、⑤自然とのふれあい活動

計画、⑥歴史資源整備、他団体活動との連携計画）に基づき、ボランティア養成講座や散策路

の整備をはじめ、さまざまな活動を行い、会員増を図ります。

図3-6　市民アンケート結果：（公財）おおのじょう緑のトラスト協会の認知度

図3-7　市民アンケート結果：（公財）おおのじょう緑のトラスト協会への入会意向

1.98%

21.78% 33.17% 39.85%

3.22%

認知度

既に会員になっているのでよく知っている 名前はよく聞くが何をしているのか分からない
名前は聞いたことがある 全く知らない
無回答

4.44%

60.84% 22.45% 12.27%入会意向

活動内容に共感するので会員になりたい 興味はあるが会員までは考えられない

会員になるつもりは無い 無回答



第 3章第 1節

34 

※各年度末現在
※太字は合計
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図3-8 （公財）おおのじょう緑のトラスト協会会員数

個人会員 家族会員 法人会員

（２）課題

●ボランティアによる自然環境保全活動を推進するためには、（公財）おおのじょう緑のトラス

ト協会は欠かすことができず、それに対する支援が必要となります。

●市民に価値のある自然環境の形成を図るため、市内の森林整備には、（公財）おおのじょう緑

のトラスト協会の協力が不可欠です。

●おおのじょう緑のトラスト基金条例の改正により、基金は緑地等の購入費に充てる場合に加

え、（公財）おおのじょう緑のトラスト協会の活動費にも充てることができるようになってお

り、有効に活用しなければなりません。また、自主財源の確保についても検討が必要です。

●（公財）おおのじょう緑のトラスト協会の活動をさらに活発にするためには、平成 27 年 3
月に策定した「おおのじょう緑のトラスト 10年計画」に基づく事業を実施し、会員数や活動
への参加人数を増加させることが必要です。

●第 5次大野城市総合計画（後期基本計画）の目標値及び現状値は表 3-2のとおりです。（公財）
おおのじょう緑のトラスト協会と連携した情報発信等により、新規会員を増やし、目標を達

成しなければなりません。 

表 3-2 第 5次大野城市総合計画（後期基本計画）における数値目標 P59 LPⅢ
テーマ 3 

成果指標 総合計画目標値（H30） 現状値（H24）

トラスト活動への参加者数（年間） 1,000人 776人
資料：（公財）おおのじょう緑のトラスト協会



第 3章第 2節

35 

第２節 地球環境
１． エネルギー消費量及び二酸化炭素排出量 

（１）現状

地球温暖化の原因となっている温室効果ガスには、二酸化炭素・メタン・フロンなどがあり

ます。これらのガスのうち、温室効果の寄与率（影響度）が最も高いのが二酸化炭素（図 3-9
参照）で、さまざまなエネルギーを消費することなどにより、発生するものです。

京都議定書により、日本は平成 24年（2012 年）までに平

成 2年（1990 年）比で、6％の温室効果ガスを削減しなけれ

ばなりませんでした。

平成 24年（2012年）には、京都議定書の第１約束期間が
終了し、正味の温室効果ガス総排出量は基準年比で 1.4％増
加しましたが、総排出量から森林等吸収源 3.9％(4,767 万
t-CO2)及び京都メカニズムに基づく海外クレジット 5.9％
を差し引くことで、辛うじて 8.4％削減を達成しました。
また、日本は、平成 27年（2015年）の COP21の開催に
先立ち、平成 42年（2030年）までに、平成 25年（2013 
年）比で温室効果ガスを 26％削減する約束草案を提出しま
した。

本市においても、国の約束草案を念頭に、本計画や大野城市地球温暖化防止対策実行計画～

まどかエコ・オフィスプラン～に基づく取り組みを行い、本計画の最終年度である平成 32年度
（2020年）までに、平成 25年度（2013年）比で 10％程度の削減を図ります。
地球温暖化防止の取り組みに関する市民アンケートの結果は、図 3-10 及び図 3-11 のとおり
です。満足度は「かなり満足」と「やや満足」が約 13％と非常に低く、重要度は「やや重要」
と「かなり重要」が約 87％で、非常に高くなっています。

図3-10　市民アンケート結果：地球温暖化防止の取り組みの満足度

図3-11　市民アンケート結果：地球温暖化防止の取り組みの重要度
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図3-9　温室効果の寄与率（影響度）
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（２）課題

●省エネルギーや地球温暖化対策を推進するため、地球温暖化防止活動推進員を活用すること

が必要です。

●本市のエネルギー消費量は、図 3-12のとおりで、減少傾向にありますが、図 3-14のとおり、
家庭部門は増加傾向にあります。また、本市の二酸化炭素排出量は、図 3-13のとおりで、ほ
ぼ横ばいとなっていますが、図 3-15のとおり、家庭部門と業務部門が増加傾向にあります。

●家庭部門については、エネルギー消費量・二酸化炭素排出量ともに増加しているため、その

対策を強化する必要があります。

●エネルギー消費量や二酸化炭素量は、現状を把握するため、定期的（概ね 5年ごと）に調査・
分析する必要があります。

●自動車・鉄道部門はエネルギー消費量・二酸化炭素排出量が最も多く、そのほとんどが自動

車に由来するものです。現在、交通渋滞の解消を目的として進められている西鉄大牟田線連

続立体交差事業等のハード面の取り組みに加え、エコドライブや、公共交通機関の利用推進

といったソフト面の取り組みを行っていくことが必要です。

●COP21の決定を受け、市民一人一人が、温室効果ガス排出量削減に向けた取り組みを行う必
要があります。また、市は、市民への啓発等により、その取り組みを支援するため、省エネ

ルギーや省資源に対する意識を向上させるための施策を実施することが求められます。

●国が示したエネルギーミックス（電源構成）に基づき、太陽光発電システム等の再生可能エ

ネルギーの普及や、新たなエネルギーとして注目されている水素ステーションの誘致など、

環境に配慮したエネルギーを普及させなければなりません。

●省エネルギーを考慮した機器への改修を進める必要があります。

表 3-3 部門別概要（図 3-12から図 3-15までの部門の説明）
部門 内容

家庭部門 一般の家庭の日常生活に関わる分野

業務部門 商業・サービス業・公務などに関わる分野

農林水産業・建設業・鉱業部門 農林水産業・建設業・鉱業に関わる分野

製造業部門 製造業に関わる分野

自動車・鉄道部門 自動車（自家用車・業務用自動車など）や鉄道に関わる分野
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※平成19年度以降は一部推計
※太字は合計

※t-CO2…温室効果ガス排出量のうち、二酸化炭素に換算した重量のこと。t（ト

ン）は、k（キロ）の千倍。
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図3-13 大野城市の二酸化炭素排出量の推移
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図3-12 大野城市のエネルギー消費量の推移

自動車・鉄道部門 製造業部門 農林水産業・建設業・鉱業部門 業務部門 家庭部門

約 7％削減
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100.00%

108.82%

95.94%

96.36%

84.69%

89.39%

80%

85%

90%

95%

100%

105%

110%

115%

平成14年度平成15年度平成16年度平成17年度平成18年度平成19年度平成20年度

単位：％

図3-14 平成14年度を100％としたときの大野城市内のエネルギー消費量の比率

家庭部門 業務部門

農林水産業・建設業・鉱業部門 製造業部門

自動車・鉄道部門

100.00%

119.29%

107.51%

99.11%

88.40%

89.32%

80%
85%
90%
95%

100%
105%
110%
115%
120%
125%

平成14年度平成15年度平成16年度平成17年度平成18年度平成19年度平成20年度

単位：％

図3-15 平成14年度を100％としたときの大野城市内の二酸化炭素排出量の比率

家庭部門 業務部門

農林水産業・建設業・鉱業部門 製造業部門

自動車・鉄道部門
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２．家庭・事業所での取り組み 

（１）現状

市民の省エネルギーの取り組み状況に関するアンケートの結果、25 項目の質問のうち実行度

（「いつも実行している」＋「たまに実行している」）は、全て 50％を超え、11 項目が 90％を

超えています。福岡県が実施しているエコファミリー応援事業は、ふくおかエコライフ応援サ

イトや環境家計簿（ふくおかエコライフ応援 book）により、日常生活の中で実践した省エネル

ギーの取り組みの成果をチェックすることができます。本市では 725 世帯（平成 27 年 3 月 31
日現在：福岡県環境政策課より）が登録しています。

事業所の省エネルギーの取り組み状況に関するアンケート結果は、27 項目のうち実行度が

50％を超えるものは 7 項目となっています。

また、事業所については、環境配慮に関する経営方針を定めて取り組んでいる事業所は少な

い状況です。エコアクション 21 は環境省が策定し、第三者機関が承認・登録する環境マネジメ

ントシステムです。国際標準化機構の ISO14001 規格をベースとしつつ、中小事業者などでも

取り組みやすいガイドラインとなっています。平成 27 年 3 月末時点の大野城市内の事業所の登

録件数は 6 件（財団法人地球環境戦略研究機関 持続性センター ホームページより）です。

ISO14001 とエコアクション 21 の認知度に関するアンケート結果は、図 3-16 及び図 3-17 のと

おりで、認知度が非常に低くなっています。さらに、事業所の環境配慮の取り組みについては

図 3-18 のとおりで、環境配慮の取り組みを実施している事業所の割合は少ない状況です。

図3-16　市民アンケート結果：ISO14001の認知度

図3-17　市民アンケート結果：エコアクション21の認知度

66.67% 33.33%ISO14001

知っている 知らない

12.12% 78.79% 9.09%エコアクション

21

知っている 知らない 無回答
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21.2%

9.1%

3.0%

3.0%

12.1%

15.2%

9.1%

6.1%

60.6%

66.7%

75.8%

78.8%

6.1%

9.1%

12.1%

12.1%

図3-18 事業所の環境配慮の取り組み

実施している 検討中 実施していない 無回答

（２）課題

●省エネ製品や再生可能エネルギーの導入を促進するため、市民・事業者の意識啓発に努め、

普及促進を図るとともに、省エネルギーに関する施策を強化、実行していく必要があります。

●家庭での取り組みを推進していくため、情報提供や啓発に努める必要があります。

●エコファミリーの登録件数を増やすことで、家庭での省エネルギーの取り組みを推進してい

かなければなりません。

●事業所の省エネルギーの取り組みを推進するためには、取り組みやすいエコアクション 21
の認証・登録業者を増やしていく必要があります。

環境報告書を作成する

環境保全に取り組むための部署または担当者を置く

環境に関する具体的な目標を定める

環境配慮に関する経営方針を定める
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３．エコ・オフィス 

（１）現状

大野城市では平成 16 年 5 月に大野城市地球温暖化対策実行計画（まどかエコ・オフィスプラ

ン）を策定し、平成 26 年 3 月に改定を行いました。本計画では、基準年度を平成 24 年度とし、

計画期間は平成 26 年度から平成 35 年度までの 10 年間となっています。

毎年、実施目標を定め、まどかエコ・オフィスプラン推進に関する要綱に基づくエコリーダ

ー及びエコサブリーダーを中心として、省エネルギーの強化を図っています。

表 3-4 まどかエコ・オフィスプラン(平成 16 年 5 月策定)の温室効果ガス削減目標及び実績

（単位：t-CO2）

成果指標
基準年度

平成 14 年度

目標年度

平成 25 年度

実績

平成 25 年度

温室効果ガス排出量
4,120 

（100％）

3,790 
（8％減）

3,545 
（14％減）

表 3-5 まどかエコ・オフィスプラン(平成 26 年 3 月策定)の温室効果ガス削減目標

（単位：t-CO2）

成果指標
基準年度

平成 24 年度

目標年度

平成 35 年度

温室効果ガス排出量
6,473  

（100％）

5,852 
（9.6％減）

（２）課題

●平成 25 年度に改定された「第二次大野城市地球温暖化対策実行計画～まどかエコ・オフィス

プラン～」に基づき、取り組みを行っていく必要があります。

●まどかエコ・オフィスプランの目標を達成するため、公共施設における省エネルギーを推進

し、職員に対してさらに啓発・周知を図る必要があります。

●公共施設で使用する消耗品などについて、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法

律（グリーン購入法）に基づき、環境への負荷を低減した物品の調達に努めなければなりま

せん。

●※エネルギーの使用の合理化等に関する法律（省エネ法）及び地球温暖化対策の推進に関す

る法律（温対法）に基づき、全ての公共施設におけるエネルギー使用量を把握し、更なる省

エネに取り組む必要があります。

※エネルギーの使用の合理化等に関する法律…「燃料資源の有効な利用の確保」と「工場・

事業場、輸送、建築物、機械器具のエネルギー使用の合理化を目的として定められた法律
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であり、事業者単位で一定規模以上のエネルギー（原油換算で 1,500kl 以上）を使用してい

る事業者は、その使用量を国に報告することとなっている。

※kl（キロリットル）…1l の千倍。l（リットル）は、体積の単位。

●再生可能エネルギーの公共施設への導入状況（太陽光発

電システム）については、市庁舎本館及び新館(80kW)、
各コミュニティセンター（10kW）、大野小学校に太陽光

発電システム（10kw）が設置されています。今後は、小

中学校やその他の公共施設についても、導入を検討する

必要があります。

※kW（キロワット）…1W の千倍。W（ワット）は、1
秒あたりに変換・使用・消費されるエネルギーを指す。

●再生可能エネルギーについては、公共施設省エネルギー診断報告書及び大野城市地域防災計

画に基づき、環境負荷軽減と防災・減災への対策の両面から計画的に設置を拡大する必要が

あります。

●公共施設における省エネルギーを促進するためには、費用対効果を考慮しながら、公共施設

省エネルギー診断報告書に基づいて、公共施設の大規模改修などの時期に合わせて、計画的

に設備などの整備・改修を行う必要があります。

大大野野城城市市公公共共施施設設省省エエネネルルギギーー診診断断報報告告書書（（結結論論））

大野城市の公共施設は、全体的に省エネルギーを考慮した機器改修がなされており、費用対効果が絶大

なものや、CO2 排出量の削減に絶大な効果がある診断項目は認められない。 

施設の大規模改修や設備改修計画に合わせて、省エネルギー診断を踏まえた機器への改修を行うことが

望まれる。 

まどかエコ･オフィスプランの取り組みが徹底されているため、ソフト面で特に指摘すべき事項は認め

られない。 

これまでどおり、まどかエコ･オフィスプランの取り組みを継続し、市の事務事業から排出される CO2

の削減に努められたい。 

東日本大震災および東京電力福島第一原子力発電所事故を受けて、日本のエネルギー政策の見直しが政

府で行われており、再生可能エネルギーの普及拡大が求められている。 

このことにより、大野城市で太陽光発電システム等を導入していくことに大きな意義を持ち、さらには、

CO2 排出量の削減、災害時の自立電源確保、環境教育の一環となることから、再生可能エネルギーの普及

促進のためにも率先した整備を行うことが望ましい。 

また、まどかエコ･オフィスプランの目標達成のためには、省エネルギー機器改修だけでなく太陽光発

電システムの導入が不可欠となっている。 

しかしながら、再生可能エネルギーの導入については、今後の国のエネルギー政策や各種補助制度を十

分考慮した上で、整備を進められたい。 

太陽光発電システム（市庁舎）



第 3 章第 2 節

43 

４．地球規模の問題  

（１）現状

オゾン層破壊、酸性雨、熱帯林の減少など、その影響が国境を超えた地球規模の広がりを持

つ問題が発生しています。これらの解決のためには、国レベルの対策に加え、一人一人が間接

的ではあっても、その原因の一部を負っていること認識し、地球環境の保全に取り組まなけれ

ばなりません。

オゾン層破壊の原因となるフロンについては、フロン回収・破壊法が改正され、「フロン類の

使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」（略称「フロン排出抑制法」）として平成 27 年 4
月 1 日から施行されました。フロン排出抑制法の対象となる事業所では、定期的な点検作業や

フロン類算定漏えい量の国への報告等が必要になります。また、フロン排出抑制法では、地球

温暖化への影響が懸念されている代替フロンの排出抑制についても言及されていることから、

法に基づく取り組みを行うことにより、地球温暖化の防止にもつながります。

本市においても、フロンを適正に回収するため、特定家庭用機器再商品化法（家電リサイク

ル法）に基づいたルートでエアコンや冷蔵庫を処理するよう指導しています。

酸性雨は、化石燃料の燃焼などによっ

て大気中に排出される硫黄酸化物や窒素

酸化物が原因で、強い酸性を示す雨とな

ります。庁用車に低公害車を導入するな

ど、その抑制に努めています。

森林には多くの動植物が生息し、地球

温暖化の原因となる二酸化炭素の吸収源

ともなっていますが、開発や伐採により、

減少傾向にあります。本市においては、

第 3 章第 1 節のとおり、森林保全の取り

組みを行っています。

（２）課題

●オゾン層破壊などについては、地球規模の大きな問題でありますが、関連法に基づく地域に

おける取り組みを推進し、市民や事業者への協力を呼びかけなければなりません。

●低公害車の導入や、公共交通機関の利用促進を図らなければなりません。

●再生紙の利用や間伐材の有効利用などにより、森林資源の保全に努める必要があります。

低公害車の公用車
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第３節 生活環境・地域環境
１． ごみの減量・リサイクルの推進 

（１）現状

資源を有効利用するため、※3R を推進し循環型社会の構築に努めてきました。そのひとつと

して、ごみを適正に処理することは重要で、市では分別収集を徹底するとともに、平成 6 年度

に有料指定ごみ袋制度を開始し、ごみ処理にかかる費用の一部を、排出者が排出量に応じて負

担しています。

また、生ごみ処理機・生ごみ処理容器・ダンボールコンポストなどの購入費補助金や、古紙

等回収奨励金制度、資源再利用事業用具（古紙等回収倉庫）の貸与制度により、ごみの減量と

リサイクルを推進しています。

平成 22 年 5 月に改定した一般廃棄物処理基本計画は、平成 22 年度を基準年次とし、平成 37
年度を目標年次とした 15 年間が計画期間となっています。平成 27 年度及び平成 32 年度に中

間目標年を設定し、計画の進捗状況の評価、見直しを行うことになっています。大野城市のご

みの発生量は図 3-19 のとおりで、平成 19 年度以降は減少傾向にあります。

資源を有効に使う取り組みに関する市民アンケートの結果は、図 3-20 及び図 3-21 のとおり

です。重要度は、「やや重要」と「かなり重要」で約 85％と、重要視している市民が多いもの

の、満足度は「かなり不満」と「やや不満」で約 38％、「やや満足」と「かなり満足」で約 24％
となっており、不満に思っている市民の方が多くなっています。

一般廃棄物処理基本計画と第 5 次大野城市総合計画分野（後期基本計画）数値目標は表 3-6・
表 3-7 のとおりです。

※太字は合計

20,591 20,661 20,944 20,850 20,778 20,193 19,728 20,032 19,883 20,112 

8,714 9,370 9,550 8,412 7,457 7,289 8,163 7,903 7,655 7,527 

5,780 6,022 5,958 5,540 4,827 4,324 3,892 3,641 3,509 3,267 

35,085 36,053 
36,452 

34,802 
33,062 

31,806 31,783 31,576 31,047 30,906 

0
5,000

10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

(単位：t)

図3-19 ごみ発生量の推移

家庭系ごみ 事業系ごみ 集団回収量

※3R…Reduce（ごみの削減）、Reuse（再利用）、Recycle（再資源化）のこと。
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図3-20 市民アンケート結果：資源を有効に使う取り組みの満足度

図3-21　市民アンケート結果：資源を有効に使う取り組みの重要度

3.22%

20.79% 36.39% 30.20% 7.43%

1.97%

満足度

かなり満足 やや満足 どちらともいえない やや不満 かなり不満 無回答

0.25%

0.25%

8.91% 25.00% 59.90%

5.69%

重要度

重要ではない あまり重要でない どちらともいえない やや重要 かなり重要 無回答

表 3-6 一般廃棄物処理基本計画の目標値

項目 目標

家庭系・事業系ごみ

排出量の削減目標

平成 27 年度には、家庭系・事業系ごみ排出量を

平成 12 年度のごみ排出量に比べ、20％削減します。

家庭系ごみ排出量の

削減目標

平成 27 年度には、家庭系ごみの 1人 1 日あたりの排出量を

平成 12 年度のごみ排出量に比べ、30％削減します。

リサイクル率の目標 平成 27 年度には、リサイクル率を 26％に向上します。

最終処分率の目標 平成 27 年度には、最終処分率 9％以下に削減します。

表 3-7 第 5 次大野城市総合計画（後期基本計画）における数値目標 P115 分野別プラ

ン⑤－4 
成果指標 総合計画目標値（H30） 現状値（H24）

市民 1 人 1 日あたりの家庭系ごみ排出

量
500g 569g 

排出されたごみのリサイクル率 26％ 17％
施設整備に伴う周辺地域の環境整備の

実施事業数
42 事業 21 事業
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（２）課題

●一般廃棄物処理基本計画に掲げる 4 項目（表 3-6）及び第 5 次大野城市総合計画（後期基本

計画）に掲げる 3 項目（表 3-7）の目標を達成するために、ごみの減量・リサイクルの推進

を図らなければなりません。

●一般廃棄物処理基本計画は、平成 27 年度と平成 32 年度に中間目標年を迎えるため、その成

果の検証と計画の見直しが必要になります。

●ごみの減量とリサイクルを推進するために、3R について周知徹底を図る必要があります。

●ごみとして出されたものの中に資源化できるものが含まれていたり、生ごみの水切りが不十

分であったりするため、さらに市民へ、ごみ減量への協力を呼びかけなければなりません。

●生ごみ処理機・生ごみ処理用器・ダンボールコンポストなどの購入費補助金制度や古紙等回

収奨励金制度、資源再利用事業用具貸与制度については、ごみ減量の効果も大きいことから、

継続して実施していくことが必要になります。

●事業系ごみは減少傾向にあるものの、ごみ排出量の 20％以上を占めているため、さらに減量

化を進める必要があります。

●山間部における不法投棄の処理量は図 3-22 のとおりで、年度によってばらつきがありますが、

減少傾向にあります。不法投棄の撲滅のためには、対策の継続が必要となります。

※太字は合計

1,950
1,090 880

1,540
1,070

950

500 660

630

520

2,900

1,590 1,540

2,170

1,590
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(単位：kg)

図3-22 山間部における不法投棄処理量
可燃物 不燃物
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２．安心で快適な生活環境 

（１）現状

日常の生活環境に密接に関わる大気・水・土壌の汚染防止や、騒音・振動などによる公害の

防止について、各種調査を行うことにより監視し、市民などからの情報をもとに早期対応に努

めています。本市は近隣に福岡空港があるため、航空機による騒音の対策として、国が実施し

ている民家防音工事の促進のための業務を行っています。福岡空港では、将来の航空需要に対

応するための滑走路増設工事に向け、その準備が進められています。

また、迷惑行為防止基本計画に基づき、まちぴか市民運動をはじめとする迷惑行為のない快

適な生活環境の確保のための取り組みを進めています。

さらに、公害防止や環境保全などのため、ダイオキシン類をはじめとする汚染物質について、

大気・水質・土壌の定期的な調査によって、監視を行っています。その結果、環境基準値を超

えるような異常はありません。

水道については、おいしく安全な水道水を供給するため、水道法で定められた水質検査項目

だけではなく、市独自でも項目を定め、水源（ダム・河川・井戸）の水質を監視しています。

また、公共下水道の普及により、河川の水質が良好に保たれています。

都市の景観を守るため、14 地区 201.6ha において地区計画を定め、良好な地区環境が保持さ

れています。また、大野城市空き地の環境保全に関する条例に基づき、民家が隣接する空き地

の所有者に雑草の除去を行うよう通知・指導を行っています。

空気や水などのきれいさに関する市民アンケートの結果は、図 3-23 及び図 3-24 のとおりで

す。満足度は「かなり満足」と「やや満足」は約 40％で、「かなり不満」と「やや不満」の約

32％を上回っています。重要度は「やや重要」と「かなり重要」で約 90％と、非常に高くなっ

ています。 

第 5 次大野城市総合計画分野別プラン 5-3 の目標値及び現状値は、表 3-8 のとおりです。苦

情件数が増加しており、その半数以上がばい煙によるものです。

図3-23 市民アンケート結果：空気や水などのきれいさの満足度

図3-24　市民アンケート結果：空気や水などのきれいさの重要度

6.19%

33.42% 26.73% 25.25% 6.68%

1.73%

満足度

かなり満足 やや満足 どちらともいえない やや不満 かなり不満 無回答

4.46%

21.29% 69.06%

5.19%

重要度

重要ではない あまり重要でない どちらともいえない やや重要 かなり重要 無回答
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表 3-8 第 5 次大野城市総合計画（後期基本計画）における数値目標 P113 分野別プラン

⑤－3 
成果指標 総合計画目標値（H30） 現状値(H24) 

条例に基づく迷惑行為防止活動推進地区

の指定数
27 地区 －

環境汚染（大気・水質・騒音・振動）に

関する苦情件数（年間）
15 件 21 件

（２）課題

●ごみなどの野外焼却処理は、ダイオキシン類などの有害物質を発生させる恐れがあるため、

法律で禁止されています。野外焼却などによるばい煙は、苦情の原因のひとつでもあります

ので、啓発・指導を徹底する必要があります。

●工場・事業所などのばい煙については、県と連携をとりながら対応する必要があります。

●悪臭・騒音・振動に関する苦情が増加傾向にありますので、迅速な対応が求められています。

●福岡空港の滑走路増設により交通利便が向上しますが、航空機の離着陸数が増加することに

よる騒音対策が必要となります。

●航空機騒音対策として、国が実施する民家防音工事を継続する必要があります。

●航空機騒音に関する対策について、国へ要望などを伝えていく必要があります。

●自動車を運転するときにエコドライブを心がけることで、排気ガスを抑制するとともに、急

発進などによる騒音や振動を防ぐことができます。地球環境・生活環境の保全のためにも、

エコドライブの推進を強化する必要があります。

●大気・水質・土壌については、定期的な調査を実施し、監視していく必要があります。

●水道水の水質については、水源（ダム・河川・井戸）に応じた監視項目で検査する必要があ

ります。

●水質の保全を図るために、公共下水道を整備・維持管理するとともに、水洗化促進のための

啓発が必要となります。

●快適なまちを創るため、良好な都市の景観を保持しなければなりません。

●迷惑行為をなくし、快適に暮らせるまちをつくるため、市民のモラル向上が望まれます。
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３．緑のある都市  

（１）現状

草木などの緑には、気温上昇の抑制や空気の浄化、雨水流出の緩和などさまざまな効果があ

り、非常に重要な役割を果たしています。

本市は福岡都市圏の拡大に伴い、土地区画整理事業や住宅地開発などにより市街地が広がり、

農地や山林などの緑が減少しています。このような都市化が進む中で、平成 13 年に大野城市緑

の基本計画を策定し、都市公園の整備を進めるとともに、緑化協定や建築協定による市街地の

緑化に努めてきました。

自然環境状況確認調査における学識者の意見では、都市開発が進み、生物の生息環境として

のつながりが損なわれつつあるため、生物の生息空間としての機能強化の具体的方針を打ち出

す必要があるとされています。

快適で美しい都市づくりに関する市民アンケートの結果は、図 3-25 及び図 3-26 のとおりで

す。満足度は「かなり満足」と「やや満足」は約 38％で、「かなり不満」と「やや不満」の約

30％を上回っています。重要度は「やや重要」と「かなり重要」で約 86％と、非常に高くなっ

ています。

図3-25　市民アンケート結果：快適で美しい都市づくりの満足度

図3-26　市民アンケート結果：快適で美しい都市づくりの重要度

4.95%

32.92% 29.70% 25.25%

4.95%

2.23%

満足度

かなり満足 やや満足 どちらともいえない やや不満 かなり不満 無回答

0.25%

0.74%

8.66% 37.62% 48.02%

4.70%

重要

度

重要ではない あまり重要でない どちらともいえない やや重要 かなり重要 無回答
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（２）課題

●都市の緑化については、大野城市都市計画マスタープランに基づく施策を実行する必要があ

ります。 

●大野城市のみどりを守り育てる条例に基づき、都市部の緑化を図る必要があります。

●人の散策や憩いの場としてだけではなく、動植物の移動や繁殖のための生息空間となる、四

王寺山や牛頸山の緑、牛頸川や御笠川の水辺、都市部の公園や緑地などのネットワーク化を

図る必要があります。

●都市における緑の保全及び緑化を推進するとともに、市民の緑化活動に対する意識の高揚を

図るため、みどりの広場や花いっぱい運動などを、継続して実施していく必要があります。

●都市部の緑を増やすため、公共施設などの緑化を推進する必要があります。 

花いっぱい運動で植えられた花
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４．地産地消の拡大 

（１）現状

農地は、食糧供給以外に、洪水防止や生物多様性保全など、環境に貢献する機能を有してい

ます。しかし、第一次産業就業者人口は減少しており（11 ページ表 1-5 参照）、農地を保全し

ていくためには厳しい状況となっています。大野城市内には、市街化調整区域内の牛頸川沿い

にはまとまった農地がありますが、それ以外は市街化区域内に点在している状況です。なお、

この市内農地の面積は水田・畑を合わせて約 60ha ですが、農地転用の進行から年々減少して

います。

また、学校給食への食材提供のための野菜栽培や、食育イベントなどを行うため、国有地を

無償で借り受け、地元農業関係者などの協力を得て、仲畑農園を運営しています。農産物直売

所ゆめ畑大野城店では地元農産物などの販売や地域情報の発信に取り組み、地産地消運動を推

進しています。地産地消の取り組みは消費者へ安全で新鮮な農産物を供給するだけでなく、農

産物の流通過程が短縮されるため、輸送の際の燃料・エネルギーの削減が図られ、大気汚染や

地球温暖化の防止にもつながります。

第 5 次大野城市総合計画（後期基本計画）目標値及び現状値は表 3-9・表 3-10 のとおりです。

（２）課題

●市民農園・学童農園・コミュニティ農園は、農業・食料に対する理解や興味を深めることに

つながるため、公共用地を含む遊休地の有効活用を図る必要があります。

●農産物直売所の活用により、地産地消運動の推進を図る必要があります。

●農地の保全と有効利用を図るため、農業団体との連携による研修や指導を行うとともに、農

業者の営農意欲の向上を図る施策を実施する必要があります。

表 3-9 第 5 次大野城市総合計画（後期基本計画）における数値目標 P89 分野別プラン③－2
成果指標 総合計画目標値（H30） 現状値(H25) 

市民農園区画数 464 区画 420 区画

表 3-10 第 5 次大野城市総合計画（後期基本計画）における数値目標 P91 分野別プラン③

－3 

成果指標 総合計画目標値（H30） 現状値(H25) 

特産品・推奨品の認定数 25 品 19 品
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５．文化財の保全

（１）現状

歴史を知ることは、その土地を知ることでもあり、まちづくりには非常に重要なことです。

文化財の保護は、歴史を知るために必要であり、自然環境とも大きく関わっています。

大野城市は、市名の由来となっている大野城跡をはじめ、水城跡や牛頸須恵器窯跡群などさ

まざまな文化財に恵まれたまちで、それらは学習やレクリエーション、憩いの場としても活用

されています。

しかし、急激な社会発展により消滅の危機に瀕しているものがあると思われます。このよう

な文化財を保存・整備・活用するために、大野城市ふるさと文化財保存整備活用基本計画が平

成 21 年に策定されました。

第 5次大野城市総合計画分野別（後期基本計画）の目標値及び現状値は表 3-11のとおりです。

表 3-11 第 5 次大野城市総合計画（後期基本計画） P83 分野別プラン②－6 
成果指標 総合計画目標値（H30） 現状値(H25) 

国指定史跡「牛頸須恵器窯跡」用地

公有化率
95％ 41％

山城楽講受講生などによるガイド

ボランティアの人数
40 人 20 人

（２）課題

●大野城市ふるさと文化財保存整備活用基本計画は、自然環境・地域環境の分野に大きく貢献

するため、この計画に基づき、文化財を保存・整備・活用していく必要があります。

●水城跡は文化財としてだけではなく、希少な都市部の緑地としても非常に大きな役割を果た

しています。しかし、長い年月を経て、土塁に損傷箇所が見つかっていますので、公有地化

を進め、水城跡の活用保存整備を計画的に行う必要があります。 

●牛頸須恵器窯跡についても、整備活用計画に基づき計画的に行う必要があります。 
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第４節 ボランティアなど市民活動
１．市民による環境保全活動 

（１）現状

ボランティアなどによる市民の活動は、あらゆる分野の環境保全のために不可欠です。

これまでも市民による環境保全活動が行われおり、さまざまなボランティアや市民活動を継

続的に、支援してきました。

また、平成 20 年に策定されたコミュニティ構想においても、市民や区、各種団体、ボランテ

ィア、企業などが得意分野を活かし、連携・補完する関係を築き、市民と行政及び市民相互の

パートナーシップの構築が必要とされています。本計画を実行するためにも、パートナーシッ

プは欠かすことができず、それによって大きな効果を発揮することが期待されます。

環境保全や創造のための活動や参加に関する市民アンケートの結果は、図 3-27・図 3-28 の

とおりです。満足度は「どちらともいえない」が約 67％と非常に多く、重要度は「やや重要」

と「かなり重要」で約 63％と比較的高くなっています。

第 5 次大野城市総合計画（後期基本計画）の目標値及び現状値は、表 3-12 のとおりです。

図3-27 市民アンケート結果：環境保全や創造のための活動や参加の満足度

図3-28　市民アンケート結果：環境保全や創造のための活動や参加の重要度

1.98%

15.59% 66.83% 11.88%

1.73%

1.98%

満足度

かなり満足 やや満足 どちらともいえない やや不満 かなり不満 無回答

0.25%

1.24%

30.20% 39.11% 23.76%

5.45%

重要度

重要ではない あまり重要でない どちらともいえない やや重要 かなり重要 無回答

表 3-12 第 5 次大野城市総合計画（後期基本計画）における数値目標 P59 LPⅢテーマ 3
成果指標 総合計画目標値（H30） 現状値(H25) 

御笠川・牛頸川・平野川フェスタの

参加者数（年間）
550 人 500 人
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（２）課題

●（公財）おおのじょう緑のトラスト協会は、市民ボランティア育成のためにも大きな役割を

果たしています。会員の自主活動も活発で、自然環境保全のための市民活動が行われていま

す。現状と課題については第 3 章第 1 節に記載したとおりで、今後も活動の充実を図る必要

があります。

●牛頸ホタル部会は、地元住民が中心となって、牛頸川のホタルの飼育・育成・保護を行って

おり、市もこのような活動を支援しています。現状と課題については、第 3 章第 1 節に記載

したとおりで、今後も継続していくことが必要です。

●御笠川・牛頸川・平野川フェスタやみどりの広場は、市民で構成される実行委員会によって

行われているイベントで、毎年多くの人が集まっています。特に、御笠川・牛頸川・平野川

フェスタは、平成 20 年度に第 5 次大野城市総合計画（前期基本計画）の目標値を超える人が

参加しました。今後も、それ以上の参加者が増えるように、実行委員会を支援していく必要

があります。

●各区が毎年 1～2 回実施しているクリーンシティおおのじょうは、多くの市民が参加し、地域

の清掃活動を行っています。市もごみの回収など、市民との協働の事業として取り組んでい

ます。今後も、継続して実施していく必要があります。

●花いっぱい運動は、各区がそれぞれの地域の公共施設などに花の苗を植え、都市の緑化と景

観を向上させています。今後も、花の苗の提供などの支援を継続していく必要があります。

●こどもエコクラブは、将来を担う子どもたちが主体的に行う環境学習及び環境保全活動を支

援するために、環境省が実施しています。現在、市内では 1 団体が登録していますが、将来

的な人材を育成するためには、登録団体を増やしていく必要があります。

●ボランティアや地域活動などへの市職員の参加を促進し、さまざまな取り組みの支援を図り

ます。
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第５節 環境保全体制
１．学習・教育・啓発  

（１）現状

出前講座は、市内のさまざまな団体からの申し込みを受け、実施しています。講座数は 60
以上あり、それぞれの担当部署が講師を派遣しており、年間 270 件以上の申し込みがあります。

出前講座は市民の学習の場としてだけでなく、市の事業の普及・啓発の機会にもなっています。

また、さまざまな情報を提供するため、広報「大野城」に記事を掲載したり、まどかフェス

ティバルで啓発事業を行ったりしています。出前講座受講者のアンケート結果は図 3-29 のとお

りです。7 割以上の人が分かりやすかったと答えています。

77.38%

81.40%

20.34%

16.25%

0.84%

1.43%

1.44%

0.93%

平成26年度

平成25年度

図3-29 出前講座アンケート結果

分かりやすかった 普通 分かりにくかった 無回答

（２）課題

●出前講座は市民のニーズに応じて、より理解されるように内容を充実させる必要があります。 

●毎年 6 月は環境月間、12 月は地球温暖化防止月間となっています。それに合わせて、市民へ

の啓発を行う必要があります。

●毎年開催されるまどかフェスティバルでは、温暖化防止やごみ減量などに関するコーナーな

どを設け、啓発を行っていく必要があります。 

●共生の森にある学校林は、自然環境に関する学習の場として、小学生と協働で整備活動を継

続し、森林を育てていかなければなりません。

●学校やこどもエコクラブなどに対し、情報提供や、協働イベントなどを実施することよって、

子どもの環境への理解を深める必要があります。
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２．環境基本計画年次報告書  

（１）現状

環境基本計画年次報告書は、毎年作成し、大野城市の現状や事業の進捗状況などを市民に公

開しています。

（２）作成

●環境基本計画年次報告書は、毎年作成しなければなりません。 

●環境基本計画年次報告書は、市民に公表して意見を聴取したあと、環境政策審議会で次年度

以降の課題などを審議する必要があります。

３．環境政策審議会  

（１）現状

大野城市環境基本条例の規定に基づき、環境行政の総合的かつ計画的な推進について調査・

審議するため、専門的な知識を有した委員で構成している環境政策審議会を設置しています。

本計画の策定にあたっても、数回開催し、さまざまな意見を参考としました。平成 27 年 3 月末

現在の委員数は 5 名です。

（２）審議

●環境政策審議会において、年次報告書の審議を行わなければなりません。

●環境行政に関する重要事項がある場合は、環境政策審議会に諮らなければなりません。
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第４章 重要施策と目標

第１節 貴重な自然をはぐくむ
１．森林の適正管理と機能回復

（１）基本方針

第 1 種自然環境保護区域を中心として、市内の森林保全のための事業を実施します。森林の

公益的機能を高度に発揮するための方策を講じます。

（２）重要施策

●市民の憩いの場としても大きな役割を担う森林について、（公財）おおのじょう緑のトラスト

協会と協働で、その活用と保全に努めます。

●森林法に基づき、定期的に大野城市森林整備計画の改定を行います。

●森林の整備作業を行う際は、大野城市森林整備計画に基づいた整備を実施し、森林が有する

公益的機能を総合的、かつ高度に発揮させるように努めます。

●第１種自然環境保護区域の用地取得については、当初の買取目標を達成したことから、今後

は、取得した山林の保全等を検討していきます。

●福岡都市圏南部最終処分場周辺の森林について、地元住民との協議を行い、整備などに関す

る調査・研究に努めます。【関係各課】

●市内の保安林について、森林の状況に応じて、県に整備の実施を要望し、適正に保全するこ

とに努めます。 

※保安林…森林法に基づき、伐採や開発に制限を加える森林のこと。 

●市有林については、間伐等による適切な管理と、間伐材の売却による森林資源の有効活用を

図るとともに、市有林管理員・市有林管理補助員・県行造林管理員による監視を継続して行

います。

●林業就労者数の減少や土地所有者の高齢化によって手入れが不十分で荒廃した私有林は、荒

廃森林再生事業により土地所有者の同意を得ながら、間伐・除伐・植栽などの施業を行い、

森林の公益的機能の回復に努めます。

●過去の開発などにより荒れた森林については所有者の協力を求め、健全な状態に戻すた   

めの対策を考えていきます。

（２）重要施策で、担当課の記載がない施策は、環境・最終処分場対策課所管
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●森林を保全し、災害を防止するためにも、※治山ダムなどの設置について、県に強く要

望していきます。【建設管理課】

※治山ダム…山腹や河川の浸食を軽減し、河川や渓流の維持及び造成のために設置され

るもの。

●森林を管理するために必要な林道については、見回りを行い、異常発見時には早急に対

応するように努めます。【建設管理課】

●山林の自然を守るため、一般車両の林道への乗り入れを一部規制します。【建設管理課】

（３）目標

表 4-1 森林の適正管理と機能回復に関する目標値

目標指標
基準値

（基準年度）

目標値

（目標年度）
目標設定根拠等 

治山ダム設置数
93 ヵ所

（平成 25 年度）

100 ヵ所

（平成 32 年度）
年 1 ヵ所設置すると想定。

南地区の山地部と治山ダム
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２．生物多様性の取り組みの推進 

（１）基本方針

国際生物多様性年の平成 22 年（2010 年）に開催された COP10（日本開催）を機に、生物

多様性について、多くの人の理解を深めるため、啓発事業を強化しており、県や周辺市町と

連携を取って、広域的な取り組みに積極的に参加します。

（２）重要施策

●生物多様性に関して、広報などによって啓発を行っていきます。

●生物多様性に対する認知度を高めるとともに、学習の場として活用してもらうよう、県関係

機関との連携や出前講座の実施に努めます。

●小・中学生などを対象とした学習の場を広げるため、水生生物調査を継続して実施していき

ます。

●次期環境基本計画の改定に合わせ、さまざまな生物の生息状況を把握し、保全するため、（仮

称）大野城市自然環境状況調査を実施します。

●御笠川にある複数の井堰を利用して、水量を確保し、水辺の生物の生息環境を確保します。

●筑紫・糸島地区地域環境協議会の取り組みに、積極的に参加します。

●アライグマ及びセアカゴケグモ等の特定外来生物については、早期発見や駆除に努めます。 

（３）目標

表 4-2 生物多様性の取り組みの推進に関する目標

目標指標
基準値

（基準年度）

目標値

（目標年度）
目標設定根拠等

生物多様性に関する

出前講座の累計実施回数

0 回

（平成 25 年度）

15 回

（平成 32 年度）

平成 26 年度から 32 年度ま

でに、年間 2 回程度出前講

座を実施するもの。

（仮称）大野城市自然環境

状況調査の実施

未実施

（平成 26 年度）

実施

（平成 31 年度）

次期環境基本計画の改定に

向けて、確実に行うことと

する。
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３．動植物との共生 

（１）基本方針

希少な動植物については、必要に応じ専門家などの意見を聞きながら、保護に努めます。ま

た、有害鳥獣による被害の拡大を防ぐための対策を講じます。

（２）重要施策

●市の花キキョウは環境省絶滅危惧Ⅱ類に分類されていますので、（公財）おおのじょう緑のト

ラスト協会と協働で、その保護・繁殖に努めます。

●大野城市のみどりを守り育てる条例により、保存樹に指定されたものについては、樹木所有

者による適正な管理を推進します。【公園街路課】

●鳥獣保護区については、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づき、県

と連携をとりながら、適正な保護に努めます。

●牛頸川の清掃や、ホタルの幼虫のえさとなるカワニナの飼育、見物者に対するマナーの呼び

かけなど、牛頸川のホタルの保全活動を行っている、牛頸ホタル部会に対する支援を継続し

て行います。

●有害鳥獣駆除員による駆除作業を継続し、被害の拡大を防ぐように努めます。

●鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律や大野城市鳥獣被

害防止計画に基づき、鳥獣被害の対策に努めます。【環境・最終処分場対策課、ふるさとにぎ

わい課】 

（３）目標

表 4-3 動植物との共生に関する目標

目標指標
基準値

（基準年度）

目標値

（目標年度）
目標設定根拠等

有害鳥獣に関する

相談件数

79 件

（平成 27 年度：上半期）

140 件

（平成 32 年度：年間）

平成27年度半期の件数（79件）

を基準に、年間件数を算出した

上で、平成 32 年度の目標を 27
年度比で約 10％減とする。
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４．おおのじょう緑のトラスト運動の推進 

（１）基本方針

おおのじょう緑のトラスト運動の推進のため、（公財）おおのじょう緑のトラスト協会との連

携や支援を行います。

（２）重要施策

●（公財）おおのじょう緑のトラスト協会に対する助成金の交付を継続し、その活動を支援し

ます。

●森林の整備については、（公財）おおのじょう緑のトラスト協会と連携をとりながら、市民に

とって価値のある自然環境の形成に努めます。

●おおのじょう緑のトラスト基金の処分については、（公財）おおのじょう緑のトラスト協会と

協議し、財政計画を作成した上で、有効活用に努めます。

●（公財）おおのじょう緑のトラスト協会の活動を充実させるため、多様なボランティアの創

出、会員募集のキャンペーンの実施など、会員の増加を図るとともに、南地区以外の活動地

の拡大を検討します。

●（公財）おおのじょう緑のトラスト協会の認知度を上げるための PR 活動や他団体との連携

に努めます。

●（公財）おおのじょう緑のトラスト協会の収益事業の実施について、調査・研究に努めます。

●（公財）おおのじょう緑のトラスト協会の活動への参加者増加に努めます。

（３）目標

表 4-4 （公財）おおのじょう緑のトラスト協会の活性化に関する目標

目標指標
基準値

（基準年度）

目標値

（目標年度）
目標設定根拠等

トラスト協会の

会員数（実質会員数）

763 人

（平成 26 年度）

1,000 人

（平成 32 年度）

年間約 40 名の会員増を目指すも

の。

トラスト活動への

年間参加者数

延べ 1,181 人

（平成 26 年度）

延べ 1,300 人

（平成 32 年度）

平成 26 年度実績(1,181 人)を基準

とし、年間平均 20 名の参加増を

目指すもの。

※実質会員数…3 年間会費を滞納し退会扱いとした人数を、総入会数から差し引いたもの。
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第２節 豊かな地球を守る
１．低炭素社会の形成  

（１）基本方針

COP21 に先立ち国が示した約束草案を念頭に、本計画の最終年度（2020 年）における市内

の二酸化炭素排出量を、平成 25 年度（2013 年）比で 10％程度削減します。そのために、温室

効果ガスの削減について、周知・啓発を行います。また、省エネルギーや再生可能エネルギー

の普及を促進するための機器類の普及に努めます。

（２）重要施策

●出前講座やイベントなどについては、地球温暖化防止活動推進員を活用し、省エネルギーや

地球温暖化防止対策に関する啓発を行います。

●増加傾向がみられる家庭における消費エネルギーを削減するため、省エネルギーや地球温暖

化防止対策に関する記事を広報やホームページに掲載し、周知・啓発に努めます。

●市内のエネルギー消費量及び二酸化炭素排出量について、概ね 5 年ごとに調査を実施し、状

況を把握するとともに、分析を行い、効率的に対策を講じることに努めます。

●マイカーや業務用車両によるエネルギー消費量を削減するため、エコドライブの普及啓発に

努めます。

●自動車によるエネルギー消費量を削減するため、西鉄大牟田線連続立体交差事業等のハード

面の取り組みと連携して、公共交通機関の利用を促進するよう呼びかけを行います。

●市民の意識向上や、ごみ減量にもつながるレジ袋削減について、スーパーや商店などの協力

を得て、レンタルエコバック事業を実施し、マイバック持参の啓発に努めます。

●市民の省エネ行動を推進するため、啓発用のパンフレットなどを作成し、各家庭に配布しま

す。

●地球温暖化防止や原発事故による電力需給問題の対策のため、住宅用太陽光発電システムの

設置費補助金制度を実施し、家庭における再生可能エネルギー機器の普及を図ります。

●水素エネルギー産業の発展を目指し、福岡県、福岡県商工会、九州経済産業局等で構成され

る「ふくおか FCV クラブ」に加入し、水素エネルギーに関する情報を収集するとともに、普

及に努めます。
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（３）目標

表 4-5 低炭素社会の形成に関する目標

目標指標
基準値

（基準年度）

目標値

（目標年度）
目標設定根拠等

1 世帯あたり

エネルギー消費量

26.8GJ/年
（平成 25 年度）

25.4GJ/年
（平成 32 年度）

約 5％削減（18 年度比約 7％削減）

家庭部門エネルギー量÷世帯数

1 世帯あたり

二酸化炭素排出量

2,361 ㎏-CO2/年
（平成 25 年度）

2,243 ㎏-CO2/年
（平成 32 年度）

約 5％削減（18 年度比約 7％削減）

家庭部門 CO2排出量÷世帯数

レンタルエコバック

事業の実施

未実施

（平成 21 年度）

5 店舗

（平成 32 年度）

目標年度までに、平成 27 年度実

績(4 店舗)から 1 店舗増。

※エネルギー消費量及び二酸化炭素排出量に関する目標の達成には、市民一人一人の協力が必

要であり、市は温室効果ガスの削減について周知・啓発等を行う。

※エネルギー消費量及び二酸化炭素排出量は、「地球温暖化対策地方公共団体実行計画（区域施

策編）策定マニュアル（第 1 版）」（平成 21 年 6 月 環境省）に準じて算定。

 ※エネルギー種類別の単位発熱量及び排出係数を、当初の基準年度（平成 18 年度）の値で固定。

①ふんわりアクセル『eスタート』 
普通の発進より少し緩やかに発進す

る（最初の 5 秒で 20km/h が目安）だけ
で、燃費が改善されます。

⑥暖機運転は適切に 
現在販売されているガソリン乗用車

は暖気不要です。走りながら暖めるウォ
ームアップ走行で十分です。

②加減速の少ない運転 
速度にムラのある走り方をすると燃

費が悪化しますので、車間距離に余裕を
持つことが大切です。

⑦道路交通情報の活用 
道に迷ったり、渋滞にはまったりする

と、余分な燃料を消費します。

③早めのアクセルオフ 
エンジンブレーキを使うと、燃費の供

給が停止（燃料カット）されるので、燃
費が改善されます。

⑧タイヤの空気圧をこまめにチェック
タイヤの空気圧が適正でなければ、燃

費が悪化します。

④エアコンの使用は控えめに 
気象条件に応じて、こまめに温度・風

量の調整を行わなければ、燃費が悪化し
ます。

⑨不要な荷物は積まずに走行 
車の燃費は荷物の重さに敏感ですの

で、運ぶ必要のない荷物を積んでいる
と、燃費が悪化します。

⑤アイドリングストップ 
10 分間のアイドリング（ニュートラ

ルレンジ・エアコン OFF）で、130cc
程度の燃料を浪費します。

⑩駐車場所に注意 
交通の妨げになる場所での駐車は、渋

滞をもたらし、余分な排出ガスを出させ
る原因となります。

エコドライブ10のすすめ 
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２．地球温暖化防止の取り組みの普及 

（１）基本方針

地球温暖化対策について、市民・事業者に対し、日常的に取り組むことができる活動を紹介

し、多くの人に実践してもらうよう、呼びかけていきます。

（２）重要施策

●増加傾向にある家庭でのエネルギー消費量を削減するため、省エネルギーセンターや福岡県

地球温暖化防止活動推進センターなどからアドバイスを受け、省エネ機器の情報提供に努め

ます。

●省エネラベルの PR を推進し、買い換えるときには、省エネ性能が高い機器の購入を推進し、

それらを広く普及させるように努めます。

●出前講座は、できる限り具体的に家庭での取り組みを盛り込んだ内容とすることに努め、啓

発を行います。【関係各課】

●ホームページや広報などを利用し、家庭でできる取り組みなどを紹介します。

●福岡県が実施しているエコファミリー応援事業によるエコファミリーを増やすことにより、

環境家計簿（ふくおかエコライフ応援 book）などを活用し、家庭での省エネルギーの取り組

みを広げていきます。

●中小事業者でも取り組みやすいエコアクション 21 の周知を図り、環境マネジメントに取り組

み、省エネルギーを推進する事業所を増やすため、入札の際に ISO14001 やエコアクション

21 の認証取得の状況についても考慮した業者選定の実施を行います。【環境・最終処分場対

策課・財政課】

（３）目標

表 4-6 温暖化防止の取り組みの普及に関する目標

目標指標
基準値

（基準年度）

目標値 

（目標年度） 
目標設定根拠等 

エコファミリー

登録世帯数

725 世帯

（平成 26 年度）

850 世帯

（平成 32 年度）

毎年 20 世帯程度の増を目指すも

の。

エコアクション 21 
認証・登録事業所数

6 事業所

（平成 21 年度）

12 事業所

（平成 32 年度）

大野城市ごみ減量・リサイクル優

良事業所認定事業所等に周知を行

い、基準年度の倍の件数を目標と

する。
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３．市の率先行動 

（１）基本方針

市民や事業者の模範となるように、法律や計画、公共施設省エネルギー診断報告書などに基

づいた省エネルギー対策を行い、公共施設から排出される温室効果ガスの削減に努めます。

（２）重要施策

●まどかエコ・オフィスプランに基づき、エコリーダー及びエコサブリーダーを中心として、

公共施設の省エネルギーを推進し、職員に対する啓発・周知に努めます。

●省エネ法に基づく特定事業者となる原油換算で 1,500kl 以上のエネルギーを消費していない

か判定するため、毎年、各事業者（市長部局・公営企業・教育委員会）が管理する全ての公

共施設におけるエネルギー使用量の調査を行います。

●地球温暖化防止や原発事故による電力需給対策及び避難所の機能強化のため、補助制度や国

のエネルギー政策の動向を見ながら、公共施設省エネルギー診断報告書に基づき、小中学校

等の公共施設への太陽光発電システムの設置を計画的に進めます。

●公共施設のエネルギー効率を向上させるために、建設・改修などの際には、公共施設省エネ

ルギー診断報告書に基づき、設備の更新時期や費用対効果などを勘案して、省エネルギーに

配慮した施設建設や機器導入を進めます。【各施設管理担当課】

●グリーン購入法に基づき、環境への負荷を低減した物品の購入を推進します。【物品購入課】

（３）目標

表 4-7 市の率先行動に関する目標

目標指標
基準値

（基準年度）

目標値

（目標年度）
目標設定根拠等

公共施設エネルギー

消費量（原油換算）

4,564.15kl 
（平成 21 年度）

3,400kl 
（平成 32 年度）

・省エネ法の対象となる全ての施

設（教育委員会・上下水道局を含

む）の合計値。

・平成 32 年度までに実施予定の

省エネ改修が行われたと仮定し、

目標値を設定。
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４．地球環境の保全  

（１）基本方針

地球規模の問題については、直接的に解決できるものではありませんが、その原因の一端で

あることを認識し、対策を講じることに努めます。

（２）重要施策

●フロン排出抑制法、家電リサイクル法、自動車リサイクル法に基づき、冷蔵庫・エアコン・

自動車などの冷媒として使用されている特定フロンの適正な処理について、周知・指導に努

めます。

●自動車の排気ガスによる大気汚染などを防ぐため、公用車に低公害車を導入するなど、その

普及に努めます。【管財課】

●森林を保全するため、保安林整備事業や荒廃森林再生事業などにより、県と連携をとりなが

ら、大野城市森林整備計画に基づいた整備に努めます。（第 4 章第 1 節 1）

●市が使用する紙については、国の調達基準に準じたものを使用するように努め、その使用量

についても削減を図ります。【環境・最終処分場対策課、管財課】

（３）目標

表 4-8 地球環境の保全に関する目標

目標指標
基準値

（基準年度）

目標値

（目標年度）
目標設定根拠等 

市庁舎でのコピー

用紙使用量

2,543 箱

（平成 26 年度）

1,900 箱

（平成 32 年度）

・1 箱は 2,500 枚。

（A3 版は 1 箱 1,500 枚）

・平成 23 年度（1,944 箱）並みと

する。
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第３節 快適な生活を目指して
１．資源循環型社会の形成  

（１）基本方針

ごみの減量とリサイクルの推進に関しては、一般廃棄物処理基本計画に基づき、施策を実行

します。さらに、家庭や事業所での取り組みを促進するため、啓発などに努めます。

（２）重要施策

●ごみの減量とリサイクルの推進については、一般廃棄物処理基本計画に基づいて施策を確実

に実行し、その目標を達成することに努めます。

●一般廃棄物処理基本計画の中間目標年においては、それまでの経過及び成果を考慮しながら、

必要に応じ、内容の見直しを行います。

●ごみの出し方についてリーフレットなどを作成し、全戸配布することによって、ごみの分別

の徹底と、3Rの推進を図ります。

●多くの水分を含んでいる生ごみについて、水切りの徹底を図るため、広報やイベントなどで

の啓発・周知に努めます。

●古紙等集団回収奨励金制度を継続して実施し、家庭系の紙ごみの減量に努めるとともに、リ

サイクルの推進を図ります。

●古紙等のリサイクルをより充実させるために、資源再利用事業用具貸与制度を継続します。

●家庭系の生ごみの減量のために、生ごみ処理機・生ごみ処理容器・ダンボールコンポストな

どの購入費補助金制度を継続して実施します。

●事業系ごみ減量のために、大野城市ごみ減量・リサイクル優良事業所認定事業を実施し、制

度の周知に努め、ごみ減量・リサイクル優良事業所及び推進事業所の増加を図ります。 

●不法投棄対策を継続するため、パトロールや看板の設置など、その撲滅に向けた取り組みに

努めます。

●樹木剪定枝、刈り草等の植物発生材を利用して、堆肥化、チップ化等のリサイクル推進に努

めます。【公園街路課、環境・最終処分場対策課】 
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（３）目標

表 4-9 循環型社会の形成に関する目標

目標指標
基準値

（基準年度）

目標値

（目標年度）
目標設定根拠等

一般廃棄物処理基本

計画目標達成項目数

0項目
（平成 21年度）

4項目
（平成 32年度）

目標項目は、45ページの表 3-6参
照
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２．生活環境の快適化  

（１）基本方針 

快適に市民が生活できるまちを目指して、市民への周知・啓発を行うとともに、問題の早期

対応に努めます。 

（２）重要施策

●ごみなどの野外焼却について、市民などからの情報をもとに、直接指導を行い、周知徹底を

図ります。

●工場や事業所などによるばい煙については、酸性雨の原因となるため、県と連携して指導を

行います。

●悪臭・騒音・振動に関する苦情については、増加傾向にあるため、必要に応じて県と連携し

て対応し、早期対応・早期解決に努めます。

●航空機騒音の対策として、国が実施している民家防音工事を促進します。

●滑走路増設に伴う航空機騒音に対する要望や意見については、福岡空港周辺の市町及び県で

構成される福岡空港騒音対策協議会を通して国へ伝えていきます。

●自動車からの排気ガスを抑制するため、インターネットサイト ReCooを紹介するなど、エコ
ドライブの普及・啓発に努めます。

●ダイオキシン類調査（地下水・河川水質・土壌・大気）・環境大気調査・河川流量及び水質調

査などの各種調査は定期的に実施し、結果についてホームページや年次報告書での公表にあ

わせ、異常が確認された場合は必要に応じて追加調査を実施するなど、原因究明と早期解決

に努めます。

●水道水の水質検査については、水源（ダム・河川・井戸）に応じた監視項目とするため、監

視項目の見直しを毎年行います。【浄水課】

●河川の水質を良好に保つため、公共下水道の整備と適正な管理に努め、水洗化を促進するた

めの啓発を行います。【上下水道工務課・料金施設課】

●地下水涵養の観点から、できる限り透水性舗装を施すように努めます。【関係各課】

●良好な都市景観を保つため、大野城市路上違反広告物追放登録員制度に基づく登録員により、

違反広告物の撤去を継続的に行います。【建設管理課】
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●空き地の雑草除去については、大野城市あき地の環境保全に関する条例に基づき、所有者に

通知・指導を行い、適正な管理がされるように努めます。【安全安心課】

●飼い犬のフン放置や野良猫への無責任な餌やりなどの迷惑行為のない快適な生活環境の確保

のために、まちぴか市民運動をはじめとする迷惑行為防止アクションプランに定める施策に

取り組みます。

（３）目標 

表 4-10 生活環境の快適化に関する目標

目標指標
基準値

（基準年度）

目標値

（目標年度）
目標設定根拠等 

水洗化率
99.3％

（平成 21年度）
100％

（平成 32年度）
－

まちぴか市民運動の

登録者数

292人
（平成 26年度）

1,000人
（平成 30年度）

目標年度までに、年間 200人程度
登録者数の増加を目指すもの。

イエローカード作戦
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３．都市の緑化推進 

（１）基本方針 

都市の緑化についてはまちづくりの一環として、大野城市都市計画マスタープランに基づい

て、事業を実施します。

（２）重要施策

●大野城市都市計画マスタープランはまちづくりの基本となる計画であるため、これに基づい

て、都市の緑化に努めます。【都市計画課】

●大野城市のみどりを守り育てる条例に基づき緑化協定や保存樹の指定制度を継続して実施し

ます。【公園街路課】

●市の中心部における緑や水などの連続性を確保し、自然のネットワークの構築を目指します。

【都市計画課・関係各課】

●みどりの広場や花いっぱい運動などの、イベントや活動が活発になるよう支援します。【公園

街路課】

●公共施設の緑化を進めるため、市庁舎などにおいて壁面緑化などの実施を図ります。【各施設

管理担当課】

（３）目標 

表 4-11 都市の緑化推進に関する目標

目標指標
基準値

（基準年度）

目標値

（目標年度）
目標設定根拠等

みどりの広場の

来場者数

4,710人
（平成 26年度）

6,000人
（平成 30年度）

過去の実績や事業の PR により見
込まれる来場者数を考慮し、設定。
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４．地元産物の消費 

（１）基本方針 

農業の活性化を図り、農地の保全と地産地消を推進します。 

（２）重要施策

●市民農園・学童農園・コミュニティ農園については、整備を継続して実施し、その箇所数の

増加に努めます。また、市民の農業に対する関心を高め、市民農園利用者等の農作業の技術

習得を図るために、毎年 2回（基本編・応用編 各 1回）行っている、みのりある野菜教室
を継続して実施します。【ふるさとにぎわい課・教育振興課・コミュニティ文化課】

●農産物直売所ゆめ畑大野城店を拠点として、地元農産物の販売促進や、情報を発信すること

により、地産地消を推進します。【ふるさとにぎわい課】

●農地の保全と有効利用のため、農業者に対して、国の補助制度の積極的な活用を促すととも

に市独自の補助制度の充実を図り、推進します。【ふるさとにぎわい課】

（３）目標 

表 4-12 地元産物の消費に関する目標

目標指標
基準値

（基準年度）

目標値

（目標年度）
目標設定根拠等

市民農園と

学童農園の数

20ヵ所
（平成 26年度）

24ヵ所
（平成 32年度）

・平成 27年 9月末現在：20件
・現状に即し、平成 26年度実績
(20 ヵ所)から、4 ヵ所増加させる
ものとする。
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５．歴史との共生  

（１）基本方針 

文化財の保存・活用などに関しては、大野城市ふるさと文化財保存整備活用基本計画に基づ

き、施策を実行します。

（２）重要施策

●文化財の保存・活用などに関しては、大野城市ふるさと文化財保存整備活用基本計画の基本

理念に基づき、地域の資源・財産としての有効活用などに努めます。【ふるさと文化財課】

●平成 26年水城跡築造 1350年を契機に、大野城市、太宰府市、福岡県文化財保護課、九州歴
史資料館と共同で平成 27年 3月に策定した「特別史跡水城跡保存整備基本設計」に基づき、
平成 27年度から水城跡保存整備に努めます。【ふるさと文化財課】

●平成 26年 3月に策定した「牛頸須恵器窯跡整備活用計画」に基づき、平成 27年度から約 7
年で史跡牛頸須恵器窯跡の整備活用に努めます。【ふるさと文化財課】

（３）目標 

表 4-13 歴史との共生に関する目標

目標指標
基準値

（基準年度）

目標値

（目標年度）
目標設定根拠等

特別史跡水城跡保存

整備事業の推進

0％
（平成 26年度）

65％
（平成 32年度）

「特別史跡水城跡保存整備基本設

計(H27.3策定)」に基づき、平成
27年度から約 11年で保存整備を
行うもの。

牛頸須恵器窯跡整備

活用事業の推進

0％
（平成 26年度）

87％
（平成 32年度）

「牛頸須恵器窯跡整備活用計画

(H26.3策定)」に基づき、平成 27
年度から約 7年で整備活用を行う
もの。

 ※目標値は、いずれも事業費ベース。
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第４節 みんなの手で環境保全を
１．市民活動の活性化  

（１）基本方針 

より多くの人が参加して、ボランティアなどの市民活動が活発に行われるように支援や相互

協力を図ります。 

（２）重要施策

●第 4章第 1節 4に記載した重要施策を実行することにより、（公財）おおのじょう緑のトラス
ト協会を支援します。

●第 4章第 1節 3に記載したとおり、牛頸ホタル部会の支援を継続します。

●御笠川・牛頸川・平野川フェスタやみどりの広場は多くの市民が参加する重要なイベントで

あるため、実行委員会と協働で、さらに多くの人が集まるよう PRに努めます。【環境・最終
処分場対策課、公園街路課】

●クリーンシティおおのじょうは、各区が実施している市民による最も身近な環境美化活動と

して、継続して行われるよう支援に努めます。

●花いっぱい運動について、花の苗の提供などの支援を行い、より効果的な事業とするために、

広報などでの啓発を行い、各家庭などへの普及に努めます。【公園街路課】 

●子どもの環境に対する関心を高めることは、将来の環境保全のためには非常に重要なことで

すので、市内のこどもエコクラブ登録団体を増やすための、PRに努めます。

●市職員に対し、ボランティアや市民活動への参加を積極的に呼びかけます。【環境・最終処分

場対策課・コミュニティ文化課】

（３）目標 

表 4-14 市民活動の活性化に関する目標

目標指標
基準値

（基準年度）

目標値

（目標年度）
目標設定根拠等

御笠川・牛頸川・平野川

フェスタの参加人数

485人
（平成 20年度）

550人
（平成 32年度）

参加者数が最も多かった平成

24年度（502人）の 1割増。
こどもエコクラブの

登録団体数

1団体
（平成 21年度）

3団体
（平成 32年度）

－
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第５節 人と自然が共生するまちへ
１． 環境保全意識の浸透 

（１）基本方針 

より多くの人が、さまざまな環境に関する問題を認識し、行動するために、情報提供や学習

の場などの充実を図ります。 

（２）重要施策

●出前講座については、申し込みに応じて実施し、内容やメニューを見直しながら、より分か

りやすい内容になるように努めます。【担当各課】

●毎年 6月の環境月間と、12月の地球温暖化防止月間にあわせて、広報 6月 1 日号と 12月 1
日号に特集記事を掲載し、市民啓発・意識向上を図ります。

●毎年開催されるまどかフェスティバルでは、温暖化防止やごみ減量などに関するコーナーを

設け、市民の意識向上と啓発に努めます。

●共生の森にある学校林は、子どもの自然体験学習の場として活用するため、地元小学校や（公

財）おおのじょう緑のトラスト協会などと協働で山林として再生させることに努めます。

●子どもに対する環境教育を推進するため、学校やこどもエコクラブに対して、積極的に情報

提供を行い、要望にはできる限り応え、イベント等を実施します。

（３）目標 

表 4-15 環境保全意識の浸透に関する目標

目標指標
基準値

（基準年度）

目標値

（目標年度）
目標設定根拠等

出前講座累計

実施回数

（環境関連講座）

245回
（平成 26年度）

650回
（平成 32年度）

・環境基本計画関連講座の実施回

数（累計）

・平成 27年度～32年度に 70回/
年程度実施するものとする。
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２． 環境基本計画年次報告書の作成 

（１）基本方針 

年次報告書を毎年作成することにより、事業や計画の見直しを行うため、より多くの人の意

見を反映します。

（２）基本事項

●本計画に基づいて実施した事業について取りまとめ、毎年年次報告書を作成します。

●年次報告書に対する、市民の意見を聴取します。

●年次報告書は環境政策審議会に諮問し、課題や改善案などを次年度以降の施策に反映します。

●策定した年次報告書は市民に公表します。

３．環境政策審議会の開催  

（１）基本方針 

環境に関する重要事項、年次報告書については、環境政策審議会で審議します。

（２）基本事項

●大野城市環境基本条例第 13条に基づき、環境政策審議会を設置します。

●毎年策定する年次報告書は、環境政策審議会で審議し、その結果は次年度以降の環境施策に

反映させます。【環境・最終処分場対策課・関係各課】

●本計画の見直しや改定、その他新たに策定する計画や、環境行政に関する重要事項などにつ

いては、環境政策審議会に諮問します。
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第５章 市民・事業者・行政の行動指針

第１節 市民の行動指針
１．市民の行動指針の意義 

市民の日常生活における一人一人の意識の向上と小さな行動が、本市のあらゆる環境を良好

にすることにつながります。

そのため、市民の行動指針により環境配慮のポイントを示すことによって、市民が行うべき

ことを明確にします。

２．自然環境に関わる行動指針  

私たちの生活は、さまざまな自然の恵みに支えられています。自然環境に関心を持ち、感謝

の気持ちを忘れずに、動植物とふれあうことが大切です。

●森林保全のための、ボランティア活動や学習会などに積極的に参加しましょう。

●外来種の動植物を放さないようにしましょう。

●動植物とのふれあいを大切にし、むやみに捕獲・採取をしないようにしましょう。

●森林の大切さを考え、その役割を学びましょう。
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３．地球環境に関わる行動指針  

地球環境に関する問題は、私たちの生活がその原因の一つとなっています。一人一人が地球

に対する思いやりを持って、できることから少しずつ実行していくことが大切です。

●環境家計簿（福岡県エコライフ応援 book）を利用し、エコファミリーとして、地球温暖化防
止に努めましょう。

●家電製品を購入するときは、省エネ製品を優先的に選ぶとともに、より省エネ効果的が高ま

るような使用に努めましょう。

●エアコンの温度設定は、冷房時 28℃、暖房時 20℃を目安とし、控えめに設定しましょう。

●自動車よりもバスや電車をできる限り利用し、近距離は徒歩や自転車で移動することに心が

けましょう。

●自動車を運転するときは、急発進や急加速をやめ、アイドリングストップやふんわりアクセ

ルなどのエコドライブを実践し、燃料消費を抑えることを心がけましょう。

●自動車を購入するときは、できる限り低燃費車や低公害車を選択しましょう。

●住宅の新築・改築の際には、できる限り省エネ構造となるように配慮するとともに、再生可

能エネルギーなどの利用も考えましょう。

●家庭の省エネ大辞典（省エネルギーセンターHP より）に掲載されているエコライフチェッ
ク 25などを利用し、日常生活でできる省エネ・省資源に取り組みましょう。
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４．生活環境に関わる行動指針  

私たちの生活で、最も身近な生活環境については、さまざまなルールを守りながら、お互い

が周囲に対する配慮を忘れず、マナーの向上に努めることが大切です。

●紙ごみの減量のために、できる限り紙類などはごみとして排出せずに、地域の集団回収など

によるリサイクルされるルートで処理しましょう。

●ごみを出すときは、分別を徹底しましょう。

●生ごみはできる限り堆肥化を進め、ごみとして排出するときは、水切りを十分に行いましょ

う。

●不法投棄は犯罪ということを認識し、絶対にやめましょう。

●ごみの野外焼却はやめましょう。

●一人一人が周囲に対して配慮し、迷惑行為のない快適な生活環境の確保に努めましょう。

５．地域環境に関わる行動指針  

快適な生活を送るためには、地域環境が重要です。自分が住んでいるまちの環境を改めて見

つめなおし、一人一人がその一部でもあることを認識することが大切です。

●公共下水道に接続して生活排水を処理しましょう。

●庭などには木や生垣、花などを植え、緑を増やしましょう。

●地元農産物などを積極的に購入し、地産地消を推進しましょう。

●文化財について積極的に学び、その保存活動などに参加しましょう。

６．ボランティア活動などに関わる行動指針  

市内でもさまざまなボランティア活動が行われています。積極的に参加をして、仲間を増や

すことは、より充実した活動へとつながります。

●（公財）おおのじょう緑のトラスト協会に入会するなど、ボランティア活動に積極的に取り

組みましょう。

●地域の美化・清掃活動などのイベントに積極的に参加しましょう。
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第２節 事業者の行動指針
１．事業者の行動指針の意義 

事業者の活動は、業種や業態あるいは規模によってさまざまで、実際の環境負荷は異なりま

す。ここでは、その中でもできる限り共通となる部分に着眼して、ポイントを示します。事業

者は、基本的な考えとして、それぞれの事業活動に伴う環境影響を小さくするため、法令を遵

守したうえで、環境に配慮します。

２．自然環境に関わる行動指針  

自然環境は市民の憩いの場としても重要な役割を果たしています。そのようなことを認識し

て、事業活動を行うことが大切です。

●森林が持つ公益的機能を保全するためにも、皆伐などを行わないようにしましょう。

●森林保全活動に対する、参加・支援について、できる限り協力しましょう。

●希少な動植物をはじめ、さまざまな生物の保護を意識した事業活動を行いましょう。

３．地球環境に関わる行動指針  

事業活動による地球環境への影響は、一般家庭によるものと比較しても、幅広く、大きいこ

とから、それぞれの事業にあわせた環境マネジメントを行うことが大切です。

●ISO14001やエコアクション 21など環境マネジメントシステムの導入を進めましょう。

●オフィス機器の購入の際には、省エネルギー型製品を選択しましょう。

●設備の導入・改修の際には、できる限り省エネルギーに配慮するとともに、再生可能エネル

ギーなどの利用も考えましょう。

●エアコンの温度設定は、冷房時 28℃以上、暖房時 20℃以下を目安とし、控えめに設定しま
しょう。

●マイカー通勤の自粛や相乗りを呼びかけましょう。

●自動車を運転するときは、急発進や急加速をやめ、アイドリングストップやふんわりアクセ

ルなどのエコドライブを実践し、燃料消費を抑えることを心がけましょう。

●レジ袋を使用するときは、できる限りエコバック持参を呼びかけましょう。
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４．生活環境に関わる行動指針  

廃棄物の処理や大気・水質などの汚染防止について、ルールを守って事業活動を行い、周辺

への配慮を怠らないようにすることが大切です。

●紙類は古紙回収業者に引き取ってもらうなど、リサイクルするように努めましょう。

●ごみ減量・リサイクル優良事業所を目指しましょう。

●産業廃棄物の処理は、管理を徹底し、適正に処理しましょう。

●不法投棄は犯罪ということを認識し、絶対にやめましょう。

●ごみの野外焼却はやめましょう。

●大気・水質・土壌などを汚染しないよう、法律などに基づいた適正な処理を行いましょう。

●振動・騒音など、近隣周囲への配慮を怠らないようにしましょう。

５．地域環境に関わる行動指針  

敷地内の緑化や地元事業者同士の取引による地産地消、文化財の保護など、事業者も地域環

境の一員として、地域を大切にした事業活動を行うことが大切です。

●敷地内の緑化・植栽を充実させましょう。 

●事業活動が文化財や緑地などの地域環境に悪影響を及ぼさないように、配慮しましょう。

●事業活動により、文化財を損なわないように配慮しましょう。

６．ボランティア活動などに関わる行動指針  

地域へ貢献することは事業者としても重要なことです。ボランティア活動などに積極的に参

加・協力することが大切です。

●市民や市民団体の環境保全に向けた取り組みに積極的に参加しましょう。

●ボランティア活動などに積極的に参加するような社員教育に努めましょう。
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第３節 行政の行動指針
１．市民活動の支援 

●市民の活動で必要な情報を収集・整理し、提供に努めます。

●市民の活動に対し、可能な限りサポートします。

２．各種施策・事業の推進  

●目指す環境像の実現を目指して、第 4章で示したさまざまな施策・事業を推進します。

●施策・事業の実施にあたっては、環境への負荷の回避・低減に努めます。

●各種施策・事業などの実施にあたっては、できる限り市民の声を反映しながら進めるように

努めます。

３．学習・体験の場の提供  

●市民がさまざまな環境に対する理解を深めるため、出前講座を中心として学習の場の提供に

努めます。

●各種イベントやボランティア活動などに、市民が参加しやすくなるような雰囲気作りと、呼

びかけに努めます。

●こどもエコクラブや学校と協働で子どもの環境教育・活動の充実を図ります。

４．率先実行  

●職員一人一人が、環境に配慮する意識を持って行動するよう、自己啓発に努めます。

●市も一事業者として法令を遵守し、環境への配慮に努めます。

●市民活動や各種イベントなどに市職員が積極的に参加します。

●国や県との連携をとりながら、さまざまな環境の保全に努めます。

５．地球温暖化対策実行計画（まどかエコ・オフィスプラン）の推進  

●市が率先して環境保全のための行動を実行するため、まどかエコ・オフィスプランを推進し

ます。

●全ての公共施設（市所有施設）で、毎年エネルギーの使用量調査を行い、その結果に基づい

て、省エネルギーに努めます。
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第６章 計画の推進体制

第１節 計画の推進体制と役割
１．計画推進体制  

環境基本計画の推進は、市民・事業者、大野城市環境政策審議会及び市が連携して、図 6-1
のような体制を組み、お互いの活動について情報の共有を図りながら、着実な展開を目指しま

す。

図 6-1 環境基本計画推進体制

図 6-1 本計画の推進体制
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２．市民・事業者の役割  

市民・事業者はそれぞれの立場で、身近にできる取り組みをはじめとし、第 5 章で示した行
動指針を実行します。また、さまざまな環境施策に協力し、意見を述べます。

３．環境政策審議会の役割  

環境政策審議会は、環境行政を総合的、計画的に推進するために調査審議し、施策の実施状

況などの報告に対して、提言や助言を行います。

また、計画の策定・見直しについて審議を行います。

委員は、環境に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱します。

４．市の役割  

（１）市の推進体制

市内部の推進体制を構築し、第 5章の行動指針に基づき、第 4章の施策を実行し、市民・事
業者に対する支援や、情報・サービスの提供を行います。

また、毎年年次報告書を作成し、公表するとともに、環境政策審議会に報告します。その他、

重要な施策や、計画の策定・見直しについても環境政策審議会に諮ります。

（２）環境・最終処分場対策課

環境・最終処分場対策課は施策を実行するとともに、計画の推進と進行管理を行い、各施策

の進捗状況を取りまとめ、毎年年次報告書を作成します。その他、市民・事業者の意見や環境

政策審議会や経営会議などによる審議の結果を受け、施策の見直し・改善を行うとともに、必

要に応じて計画を見直します。

（３）施策実施担当課

施策実施担当課は、それぞれ担当する施策を実行し、その進捗状況年次報告書作成のため報

告します。

また、市民・事業者の意見や環境政策審議会や経営会議などによる審議の結果を受け、施策

の見直し・改善を行います。

（４）経営会議・環境推進会議

重要施策の実施に関する審議や、進捗状況の報告を受け、総合的に計画を推進するための、

方針について審議し、指示を出します。
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第２節 環境マネジメントシステムによる管理
１．PDCAによる進行管理  

本計画の総合的なマネジメントのために

は、計画の内容を継続的に進行管理すること

が必要です。そのためには、図 6-2のとおり、
PDCAサイクルによる進行管理に努めます。
これは、計画、実行、監視・測定、見直しを

行い、再び計画へ移っていく経営的サイクル

です。 

２．計画（Plan） 

本計画に基づき、第 4章に示した重要施策
を実施します。必要に応じて見直し、計画期

間終了後にあわせて、新たな計画を策定しま

す。

３．実行（Do） 

各担当課において、施策・事業を実施します。また、関連部署と連絡調整を行いながら、情

報の提供などにより、施策を推進します。

４．監視・測定（Check） 

各担当課において実施した施策・事業の進捗を管理するとともに、環境・最終処分場対策課

において進捗状況を取りまとめ、年次報告書を作成します。その内容について、公表するとと

もに、環境政策審議会に諮ります。

５．見直し（Action） 

環境政策審議会などの結果を受け、施策を見直し、必要に応じて計画の見直しを行います。

第３節 年次報告書
１．作成と意見募集 

環境基本計画の進捗状況について、毎年取りまとめ、年次報告書を作成します。作成にあた

っては、市民の意見を募集し、環境政策審議会に諮り、その結果については、次年度以降の施

策に反映します。

２．公表 

作成した年次報告書は、市の公式ホームページや市役所の行政資料室などで閲覧できるよう

に配架し、公表します。

図 6-2 PDCAサイクル

Plan 
計画 

Check 
監視・測定

Action
見直し 

Do 
実行 



平成 10年 3月 策定
平成 23年 3月 改定
平成 25年 3月 一部改定
平成 28年 2月 中間見直し

大野城市 

大野城市環境基本計画
編集・発行 大野城市建設環境部環境・最終処分場対策課

〒816-8510 福岡県大野城市曙町二丁目 2番 1号
TEL：092-580-1886 

e-mail：kankyo@city.onojo.fukuoka.jp 
ホームページ：http://www.city.onojo.fukuoka.jp 


