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１．日 時  平成 26 年 2 月 17 日（月） 10 時 00 分～12 時 00 分 

２．場 所  市役所 本館 3階 311･312 会議室 

３．出席者 【審議会】 

井上 晋会長、二渡 了副会長、小山 繁委員、浦屋 奈美子委員、 

弓 幸子委員 

【大野城市】 

  環境生活部長 谷 祐二  

事務局（環境課：山口課長、神崎係長、古賀係長、原田主事） 

   関係課 廃棄物・最終処分場対策課：安部係長、産業振興課：白

水係長、安全安心課：松本主事、管財課：山﨑係長、都

市計画課：花岡主任主事、建設管理課：井上係長、新村

参事補佐兼係長、公園街路課：古賀課長、松尾技師、ふ

るさと文化財課：徳本係長、企業総務課：今村主任主事 

 

４．内  容 

 (1)開会あいさつ 

   山口課長：平成 25 年度大野城市環境政策審議会を始めさせていただきたい。大

野城市環境基本条例施行規則第 14 条第 2項の規定により、過半数の

出席であるため、審議会が成立することを報告する。井上会長より

挨拶をお願いしたい。 

          

  (2)会長あいさつ 

   井上会長：本日は、多忙な中、お集まりいただき感謝する。大野城市環境基本 

計画の作成については、皆様より貴重なご意見を賜り感謝している。 

取りまとめ役として、精いっぱい努めたい。 

 

 (3)諮問内容の説明 

   山口課長：本日は、大野城市環境基本条例第 13 条第 2 項第 3 号の規定により、 

平成 24 年度大野城市環境基本計画年次報告書についての審議をお

願いしたい。 

 

 (4)事務局の紹介 

 

   ～谷部長あいさつ～ 

 

   ～事務局紹介～ 
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 (5)審  議 

   山口課長：これより審議に移るため、進行は井上会長にお願いしたい。 

井上会長：事務局より年次報告書の概要の説明がある。その後、質問および意見 

を伺う。それでは、事務局より説明をお願いしたい。 

古賀係長：説明を始める前に、市民への公表結果について、報告する。 

         1 月 29 日（水）から 2月 12 日（水）までの 2週間、年次報告書の公 

表と意見聴取を行った。  

この間、市民からの意見書の提出はなかったものの、市職員より別添

のとおり意見書の提出があったので報告する。 

    

～公表結果報告～ 

     公表期間に出された市職員からの意見について報告し、対応方針を説明。 

 

    ～年次報告書の説明～ 

     平成 24 年度における大野城市環境基本計画の重要施策の進捗状況を説明。 

 

  〈質疑・応答〉 

井上会長：報告書の内容について、質問や意見をお願いしたい。 

小山委員：職員から出された意見にあったタイトル表現については、必ずしも「目

標の達成状況」とする必要はないと考える。「達成状況」と標記でき

るのは達成年度であるため、それ以外の年度については、「目標達成

にむけた進捗状況」という標記があっても良い。また、計画していて

未実施の場合と、計画せずに未実施では状況が大きく異なるので、「未

実施」の重要施策について確実に実施計画がある項目は、「何年度実

施」と標記すべきである。 

     さらに、19・20 ページの原油換算に関しては、震災後、電力の原油

換算に用いる二酸化炭素の排出量が大きく変化している。日本の電力

供給状況によって、換算方法等が大きく変化することが考えられるた

め、換算方法を明記することが非常に重要である。 

井上会長：この意見に関して、事務局から意見等はないか。 

古賀係長：貴重なご意見に感謝する。 

山口課長：重要施策の目標の進捗状況については、指摘のとおり、次年度に標記

の見直しを行い、それぞれの項目に合うような表現を行う。 

     「未実施」の項目については、「未実施」と標記するだけではなく、

「何年度に実施予定」と標記する。 

     原油換算については、次年度より数式を標記し、原油換算方法が変更

となった場合は、柔軟に対応していく。 

井上会長：他に意見はないか。 

小山委員：まず、大野城市のコミュニティバスについてお聞きしたい。コミュニ

ティバス等を運営していくためには、収支の問題が重要となってくる。
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もし、可能ならば、コミュニティバスの運営状況について説明してい

ただきたい。また、市が運営を補助している場合、その補助額が適切

な範囲であるのかを説明いただきたい。 

     次に、エコバックの貸出制度について、エコバッグを配布し、どれほ

どの割合で返却がなされているのかを説明していただきたい。 

最後に、ダイオキシン等の環境調査についてお聞きしたい。ダイオキ

シン等の環境調査は単年度ごとに行っているのか、あるいは数年間で

一度なのか。環境調査については、経年変化を記録できないと、状況

が悪化しているのか、改善しているのか判断ができないのではないか。 

    花岡主任主事:コミュニティバスについて回答する。コミュニティバスの収支状況に 

ついて、手元に資料がないため、持ち帰り、改めて回答させていただ

きたい。 

    古賀係長:この件については、その他の質問に対する回答に併せ、後日文書で回

答を行うこととする。 

         エコバッグの返却率に関しては、平成 25 年度の実施結果がまだ整理 

できていない。エコバッグの返却率については、改めて文書で回答す

る。 

平成 24 年度については、６月に事業を開始し、返却されたバッグを

再利用しながら、年明けまで補充することなくエコバッグを使いまわ

すことができた。ほとんどの利用者がきれいな状態で返却したが、汚

したまま返却する利用者もいたため、汚れたバッグに関しては、廃棄

するしかない状況であった。 

    神崎係長:ダイオキシン類の調査は、大気、地下水質、河川水質、土壌の四点に 

ついて行っており、毎年一項目の四年サイクルで測定している。また、

本市のダイオキシン類の測定値は、基準値よりもはるかに低い結果と

なっている。 

小山委員のご指摘のとおり、経年変化を記録することは重要であるが、

環境基準値よりもはるかに低いことや、フルコストの診断で予算をつ

けてまで調査を行う必要がないとの指摘があったことから、経年変化

の調査については行っていない。また、焼却場等の排出源ごとに測定

調査を行っているため、今後は排出源ごとの調査を主に行うべきとの

指摘を受けている。ダイオキシン類の調査については、基本的に廃止

を検討しているが、焼却施設等の周辺住民からは、測定の継続を強く

要望されているため、住民と十分協議しながら進めていく。 

    井上会長：トラスト活動について、参加者はどのような年齢構成となっている

か。また、会員に年齢制限はあるのか。 

    古賀係長：実際に緑地の保全活動等に参加される会員の年齢層は、70 歳前後が

多い。60 歳以下では、市の職員が大半を占めている。また、会員の

年齢制限はない。 

    井上会長：平成 24 年度のトラスト活動における述べ参加人数が 776 人であり、
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基準年度より減少しているとの報告を受けたが、これは活動に参加

する会員の高齢化によるものであると考えてよいか。 

    古賀係長：年齢によるものではなく、新規会員数の減少が考えられる。 

    井上会長：了解した。 

    浦屋委員：参加する会員数について意見を述べてよろしいか。 

    井上会長：意見を願う。 

    浦屋委員：基準年度の目標参加者人数を達成するためには、中間年度に活動内

容の見直しが必要になると考える。 

現在、会員から、トラスト活動の応援隊を各コミュニティに作って

ほしいとの要望が出ている。トラスト活動は、牛頸に限った活動で

あるというイメージを持った市民がほとんどであるので、これから

は、コミュニティを巻き込みながら、大野城市全体でトラスト活動

を行っていかなければならない。 

また、長年のトラスト活動によって、荒廃していた山林が元の姿に

戻っているので、これを市民の生活にどう活かしていくかを考えて

いかなければならない。トラスト活動のみならず、歴史的な活動等

と連携しながら、自然を守っていくことの重要性を市民に認識して

もらい、自然が市民の憩いの場になることを周知していかなければ

ならない。 

次に、市庁舎のコピー用紙の使用量や市民農園数についてお聞きし

たい。これらの実施項目は基準年度より状況が悪化しているが、果

たして達成が可能なのか。達成が難しい項目については、柔軟に目

標の見直しを行っていく必要があるのではないか。 

    井上会長：浦屋委員の意見について、事務局より意見はないか。 

    古賀係長：トラスト活動については、今後裾野を広げ、どのような活動をすれ

ば参加数が増加するのかを、トラスト協会と十分協議しながら検討

していきたい。 

         コピー用紙の使用量や市民農園数といった目標と大きく乖離してい

る項目については、中間年度に、目標の見直しについて環境政策審

議会に諮りたいと考える。 

    井上会長：他に意見はないか。 

    二渡副会長：大野城市環境基本計画には記載されていない環境問題として、PM2.5

が取り上げられるようになり、市民の関心が高まっている。このよ

うな新しい環境問題に対する市民への情報提供はどのように行って

いるのか。 

    神崎係長：PM2.5 については、昨年ごろから注目されはじめた。本市について

も国の環境基準に従い、県の指導を受けながら、注意喚起が出され

た場合の市民に対する広報体制を整えている。PM2.5 の測定はコス

トがかかることから、市独自の測定を行ってはいないが、県の保健

環境研究所で測定が行われているため、市のホームページから保健
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環境研究所へリンクを設定し、市民が PM2.5 の飛来状況を確認でき

るようにしている。 

PM2.5 の測定量が上昇している要因として、越境大気があげられる

が、それだけではなく、国内の自動車や事業所からの排出も原因で

あると考えられるため、広報でエコドライブの啓発等を行っている。 

    井上会長：他に意見はないか。 

    弓 委 員：コピー用紙の使用量について、減る見込みはないのか。 

    古賀係長：増える一方である。 

    弓 委 員：その対策として何か考えているのか。また、コピー用紙の使用量増

加の背景として、冊子の外注が減少したことによるものであると記

載されているが、仮に外注を引き続き行っていたとすると、どれく

らいの使用量になっていたのか。 

    古賀係長：会議の数がどれほど増加し、コピー用紙の使用量がどれほど増えた

のかというデータが手元にないため、回答が難しい。この件に関し

ても、改めて文書で回答を行うこととしてよろしいか。なお、平成

21年に外注していた冊子の数を検証できるかどうか、定かではない。 

    弓 委 員：了解した。 

会議に用いるコピー用紙の使用量削減のために、タブレット端末等

を活用した会議なども導入できるのではないか。 

    古賀係長：本市では、決裁文書の電子化を進めているところではあるが、タブ

レット端末の活用には至っていない。会議についても、できる限り

パワーポイントを活用し、コピー用紙の使用を節約するようにして

いるが、効率的に会議を進めるためには手持ち資料の準備が必要に

なるため、会議資料のすべてに対して電子化は難しい。 

    井上会長：他に意見はないか。 

    小山委員：トラスト活動について、近隣市町村でも同様の活動を行っている団

体があるのか。 

    浦屋委員：太宰府に２つほど活動団体がある。NPO で行っている組織はあるが、

公益財団法人として活動を行っているのはトラスト協会だけである。 

    小山委員：近頃大学では、特定の団体の活動を周知することが禁じられている

ことが多いため、学生への周知が難しい状況にある。しかし、トラ

スト活動へ関心を示す学生に対する周知のため、トラスト協会には

活動内容等の資料の提供を引き続きお願いする。 

    浦屋委員：了解した。 

以前に、大学教授を交えてトラスト協会の活動普及について議論を

し、その中で掲示板に活動の情報を掲載するという案が出た。しか

し、掲示板への掲載を依頼する窓口がわからず、実施できていない

状況である。同様に、トラスト活動に関心を持つ学生がどこに問い

合わせをすればよいかわからない状況にある。そのあたりがうまく

機能すれば、活動への参加者や会員が増えるのではないか。 
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    小山委員： ボランティアを募集しているのは、主に大学の学生支援課である。 

大学内にそのような窓口は存在しているものの、課の職員自体の意

識がまだ低いのが現状である。 

大野城市は九州大学の筑紫キャンパスが最も近いが、以前は学生が

自ら大学内の清掃を行っていた。しかし、活動中の学生の怪我を懸

念した結果、現在はシルバー人材センターに委託していると聞く。 

    浦屋委員：子供たちを対象としたイベントを年に数回開催しているが、トラス

ト活動の参加者が高齢化しているため、学生ボランティアとして大

学生が参加していただきたい。大学生が加わることにより、世代間

の交流が活発になり、子供たちにも活動の面白さが伝わるはずであ

る。今後は、そのような取り組みを取り入れていきたい。 

    小山委員：大学の学生組織にも情報を流すと良い。 

    浦屋委員：今後は、大学にも積極的に足を運びたいと思う。 

    井上会長：その他意見はないか。なければ質問させていただきたい。 

         36 ページの出前講座の実施回数について、実施目標より激減してい

る理由は何か。 

    古賀係長：出前講座は、市民や学校から開催の依頼があり、実際に職員が訪問

し、実施している。回数が少なかった要因の一つに、出前講座の周

知不足が考えられる。 

    井上会長：了解した。実施回数に含めた出前講座は、環境に関連したものすべ

てなのか。 

    古賀係長：そのとおりである。省エネ、自然環境、ゴミの処理の方法等、環境

に関係している講座の受講申込数の合計が、年次報告書に掲載され

ている回数である。 

    井上会長：了解した。他に意見はないか。 

         意見が無いようなので、これで審議を終了とする。 

         本日の内容は、事務局で整理していただき、当審議会の意見として

まとめたいと思うがよろしいか。 

    古賀係長：了解した。 

    井上会長：それでは、審議を終了する。 

          

       

 


