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１．日 時  平成 27 年 10 月 5 日（月） 10 時 00 分～11 時 30 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 

安部建設環境部長  

【事務局】（環境・最終処分場対策課） 

深町課長、白石係長、古賀係長、岩本主任主事、原田 

【関係課】  

都市計画課：玉井係長、建設管理課：新村係長 

公園街路課：古賀課長、岩下主任技師、ふるさとにぎわい課：岩下係長 

管財課：山﨑係長、ふるさと文化財課：徳本係長 

コミュニティ文化課：井手主任主事 企業総務課：今村主任技師 

安全安心課：嶋田主任主事、花房主事 

４．内  容 

 (1)開  会 

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、過半数の出席で審

議会が成立。 

   

(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。 

また、審議会委員の皆様については、半年ほど前になるが、福岡空

港の拡張に伴う環境影響評価の件で貴重なご意見を頂いたことに対

し、改めて感謝する。本日は、委員の皆様の忌憚のない意見をお願

いする。 

 

 (3)事務局及び関係課の紹介 

    

 (4)審  議 

 

＜審議１＞平成 26 年度大野城市環境基本計画年次報告書について 

 

井上会長：事務局から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。  

事 務 局：市民への公表結果について、報告する。 
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～公表結果について～ 

9 月 9 日（水）から 24 日（木）までの 2週間、年次報告書の公表と意見徴取

を行い、市民から 0件、職員から 16 件の意見があったことを報告。 

    

    ～年次報告書の内容及び意見への対応方針について説明～ 

     資料１、資料 2及び追加資料を用いて、平成 26 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及び公表期間に出された意見への対応方針を説明。 

 

    ～質疑・応答～ 

 

第１節「貴重な自然を育む」３．動植物との共生 

⇒有害鳥獣の駆除について                資料２⇒P12 

 

    【二渡副会長】 

有害鳥獣捕獲について、大野城市における特定外来生物の確認状況と対策

について伺いたい。また、生物多様性を保全していくために、特定外来生物

にどう対応するのかを伺いたい。 

（事務局） 

・今年度、アライグマについては、15 頭程度の捕獲実績がある。アライグ

マの生息数減少への具体的な取組みとして、大野城市が任命している鳥

獣被害対策民間実施隊員（5 名）と共に、アライグマの駆除を実施して

いる。 

      ・特定外来生物のツマアカスズメバチが話題となっているが、市内での目

撃情報はない。 

      ・生物多様性を保全するために、特定外来生物の生息数を減らし、在来種

への影響を抑えることが何より重要である。しかし、実際には、市民が、

特定外来生物について十分に理解できておらず、エサを与え、数が増加

していく可能性等が考えられるため、事務局としてはまず、特定外来生

物に対する意識付けが必要であると考える。 

 

【小山委員】 

セアカゴケグモについてはどうか。 

（事務局） 

・昨年度、上大利地区で 1 件発見された。発見の通報を受け、福岡県の筑

紫保健福祉環境事務所と職員 50 名程度で捜索を行ったが、その他の個体

の発見には至らなかった。市内で繁殖したわけではなく、あくまで他の

自治体から何らかの形で移動した個体が発見されたと判断した。 

・今年度については、発見例がない。 
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【浦屋委員】 

      外来種の飼育について、登録制度を独自に設ける等の施策は行わないのか。 

（事務局） 

外来種への対応については、福岡県全体の問題となるため、市だけで対策

を行っていくことは難しいと考える。 

 

第１節「貴重な自然を育む」 

４．（公財）おおのじょう緑のトラスト協会の活性化 

⇒トラスト協会の会員数について       資料１⇒P2 資料２⇒P16 

 

【小山委員】 

滞納者の整理によって会員数が減少しているとのことだが、その年齢層や、

滞納の理由等を把握しているのか。 

 （事務局） 

・会員数の減少については、会員の高齢化により参加が難しくなった等が

考えられる。 

・しかし、退会扱いとした会員が「なぜ滞納し、退会したのか」というと

ころまで検証できていない状況である。今後、退会者を増やさないため

にも、その理由を検証していく必要があると考える。 

 

第２節「豊かな地球を守る」１．低炭素社会の形成 

⇒地球温暖化に関する市民への周知について 

資料２⇒P17 

 

【浦屋委員】 

地球温暖化対策として CO2 排出量の抑制が必要なのはわかるが、温暖化

が豪雨や竜巻等の災害につながる等、市民一人一人が、対策の具体的な必

要性を認識できていないのではないか。事務局として、家庭レベルでどう

地球温暖化対策を行っていくべきなのかを、考える必要があるのではない

か。 

（事務局） 

本市では、地球温暖化防止月間の 12 月に特集記事を作成し、家庭ででき

る節電術等を掲載し、周知を行っている。今後、家庭レベルで更なる取組

みを行っていただくため、節電に関する出前講座を利用していただく等、

浸透させていくことが重要であると考える。 
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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世帯当たりのエネルギー消費量及び二酸化炭素排出量について 

資料１⇒P4 資料２⇒P21 

 

【小山委員】 

今年度実施している各世帯のエネルギー消費量及び二酸化炭素排出量の調査

は、各家庭を対象としたアンケート方式によるものなのか。 

（事務局） 

アンケート形式ではなく、国や県の統計資料を用いて、市全体の家庭部門に

おける電気、都市ガス、天然ガス、灯油の使用量及び CO2 排出量を算出するも

のである。 

 

第２節「豊かな地球を守る」２．地球温暖化防止の取り組みの普及 

⇒エコアクション 21 認証・登録事業所数について 

資料１⇒P4 資料２⇒P23 

 

 【弓委員】 

      目標値の 20 件に対して、実績が 6件と伸び悩んでいるが、その原因を分析

しているか。 

（事務局） 

     ・福岡県から本制度の登録に関するセミナーの案内が定期的にあるため、商

工会に周知を行い、市内事業者への登録を呼びかけ、件数の増加に努めて

いる。 

・今後は、登録することにより得られるメリット（取組みによる経費削減、

金融機関の低金利制度の活用が可能、社会的な信頼の確保等）について、

直接事業者に PR していかなければならないと考える。 

 

【小山委員】 

認定が可能な事業所数は、20 件より多いのか。 

（事務局） 

市内で認定が可能な事業所数について、具体的な数字を挙げることは難し

いが、環境関連の認定制度として、資料１の P6 に記載している「大野城市ゴ

ミ減量・リサイクル優良事業所認定事業」がある。本事業では、61 件の実績

があるので、このような事業所をターゲットとして周知を行い、認証件数の

増加に努めたい。 
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第２節「豊かな地球を守る」３．市の率先行動 

⇒公共施設のエネルギー使用量について   資料２⇒P29～32 

 

【小山委員】 

資料２の P33 の公共施設のエネルギー使用量について、市全体として減少傾

向にあり、努力されていることがわかる。しかし、P32 の部局ごとの推移では、

教育委員会が増加傾向にあるようだが、この原因は分析されているのか。 

（事務局） 

市内の小学校については、食物アレルギー対策のため、給食室の加熱用釡の

増設工事が行われており、今後も各校で予定されている。そのため、使用量の

減少に努めていくが、増加の可能性が高いと考えている。 

 

第２節「豊かな地球を守る」３．市の率先行動 

⇒公共施設の省エネ改修工事について    資料２⇒P32～33 

 

  【小山委員】 

地球温暖化対策として、照明の LED 化も重要である。現在、公共施設における

LED 化の実績についてはどうなっているのか。 

（建設管理課） 

・防犯灯の LED 化については、平成 24 年度に約 5,500 基行った。母数としては、

6,000 基ほどあるが、その他の防犯灯については、消費電力の少ない無電極照

明等であるため、LED 化は進んでいると判断できる。 

・道路照明等の大型なものについては、平成 28 年度以降に行っていく予定である。 

（管財課） 

・庁舎の照明については、非常灯等一部を除き、LED 化が完了している。 

（事務局） 

・教育施設については、大規模改修に合わせて LED 化を進めており、市内 15 の小

中学校のうち、現在大野東中学校の 1校が完了している。 

   ・また、公立保育所については、今年度 2ヶ所で LED 化工事を行っている。 

 

第２節「豊かな地球を守る」３．市の率先行動 

⇒コピー用紙使用量の削減について    資料１⇒P5 資料２⇒P35 

 

【二渡副会長】 

資料１の P5「市庁舎のコピー用紙使用量」について、削減に向けた具体的な取

組みはなされているか。説明の中で、エコ・オフィス実施目標に追加し、職員の

意識向上を図り、削減に努めるとしているが、意識向上だけでは目標の達成が難

しいため、体系的な対策を考えていかなければならないのではないか。 
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（事務局） 

今年度は、まどかエコ・オフィスプランの実施目標を設定し、職員が削減に

取り組むよう周知した段階であり、具体的な取組みについては、今後検討して

いかなければならないと考える。 

 

【浦屋委員】 

コピー用紙使用量削減のため、縮小コピー等を進めていくとのことだが、対

外的な資料を含め、すべての資料に対してそのように心がけたとしても、市民

には見にくく、理解されないのではないか。 

（事務局） 

対外的な資料については、縮小コピーを無理に進めようとは考えていない。

まず大事なのは「自分たちにできること」である。そのため、市としては、ま

ず内部の会議資料等について、縮小コピーや両面印刷を促し、使用量の削減に

努めていきたいと考えている。 

 

第４節「みんなの手で環境保全を」１．市民活動の活性化 

⇒こどもエコクラブの登録団体数について     資料１⇒P9 資料２⇒P55 

 

【小山委員】 

こどもエコクラブの団体数について、現在 1 団体となっているが、どのよう

な団体が登録可能なのか。また、今後増える見込みがあるのか。目標達成が厳

しければ、目標の見直しを検討しなければならない。 

   （事務局） 

・現在の登録団体は、イオン大野城チアーズクラブである。本クラブは、イ

オンが取り組む環境保全活動の一環として、子どもたちが主体となって環

境学習等を行う団体である。平成 26 年度については、水生生物調査及び

太陽光パネル見学会等の出前講座を実施した。 

・今後の増加の見込みについては、小中学校のカリキュラム変更によって、

必須授業以外の学習の場を設けることが難しい状況にあると考えている

が、その中でも対策を模索して、周知等を行っていく必要がある。 

 

【井上会長】 

達成が厳しいならば、目標を修正する必要があるのではないか。     

（事務局） 

目標値が妥当かどうかを検証し、状況に応じて再設定を行う。 
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＜審議２＞大野城市環境基本計画の中間見直しについて 

 

～中間見直しの方針説明～ 

   資料 3及び資料 4を用いて、修正方針を説明。 

 

～質疑・応答～ 

【小山委員】 

修正後の環境基本計画については、審議会の委員が確認する時期はいつか。 

（事務局） 

内部協議等を経て、平成 28 年 1～2 月頃と考えている。 

 

【二渡副会長】 

資料４の P21 について、現在の計画では、平成 25 年度に改定を行っているが、そ

の経緯を改めて確認したい。 

（事務局） 

前回の改定については、東日本大震災による社会情勢の変化への対応や、「大野城

市緑の基本計画」に掲げる方針や施策を「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必要があったためである。 

 

【小山委員】 

フロン排出抑制法が施行され、市役所等の事業者については、国に様々な報告が

必要となると思うが、そのような内容を本計画には盛り込まないのか。 

（事務局） 

環境政策との関連性が高いと判断されるため、法律の内容を確認し、状況に応じ

て盛り込みたい。 

 

【小山委員】 

資料４の P77、第５章「市民・事業者・行政の行動指針」の２．「自然環境に係る

行動指針」の２段目、「外来種の動物を放さないようにしましょう」について、外来

種の植物に関する記述を追加してほしい。 

（事務局） 

ご指摘のとおりである。修正を行う。 

 

【弓委員】 

迷惑行為防止条例に関連する施策について、ごみの不法投棄、野良ネコへの餌やり

及び飼い犬の糞の放置等が問題になっている。是非、この点について環境基本計画の

見直しに合わせ、施策に盛り込んでいただきたい。 

（事務局） 

資料４の P70 に反映できると考える。今後の展開として、アクションプランの作
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成等について記載していきたいと考える。79 ページについても、検討したい。 

  

  その他 

【小山委員】 

    環境政策との関連は不明であるが、自然災害への対策として、集中豪雨による

浸水対策等に対し、市としてどのような想定をし、対応しようとしているのか、

わかる範囲で答えていただきたい。 

  （企業総務課） 

上下水道局では、下水道の災害対策を実施している。市の施策として、1 時間

に 60 ミリの豪雨に対応できる水路を整備するように進めている。しかし、ここ数

年では、1 時間に 100 ミリ程度の豪雨の発生が頻発しているため、その点につい

ては課題として、予算等を勘案しながら、施策を検討したいと考える。 

 

 【小山委員】 

ハザードマップについてはどうか。 

  （安全安心課） 

・河川については、25 年度の 3月に全戸配布を行った。また、今年度について

は、土砂災害に関する改定を行い、平成 28 年 2 月に配布を行う予定である。 

    ・御笠川については、19 年度に直線化する工事が終了し、それ以降、御笠川の

水位が堤防を越えるような事態には至っていない。 

    ・今後は、ハード面の対策だけではなく、「いかに早く避難するか」といったソ

フト面の取組みが重要となるため、そのような施策を進めていきたい。 

 

(5)閉  会 


