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１．日 時  平成 30 年 10 月 1 日（月） 14 時 15 分 ～ 15 時 15 分 

２．場 所  市役所 新館 4階 426 会議室 

３．出席 者

・審議会委員 

 井上会長、二渡副会長、浦屋委員、萩島委員、原委員  

   ・事務局 

 髙原建設環境部長 

 （環境・最終処分場対策課）山本課長、白石係長、古賀係長、田中係長、 

濱田 

   ・関係課  

都市計画課：上田係長 建設管理課：江﨑係長、川畑係長 

公園街路課：竹本主任技師 管財課：井上係長 

ふるさとにぎわい課：大淵係長 企業総務課：工藤主査 

安全安心課：岡崎係長、田中係長  

ふるさと文化財課：上田主任技師 

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】

小山委員、弓委員に代わり萩島委員、原委員に就任いただいた。よろし

くお願いする。 

(3) 事務局及び関係課の紹介 

(4) 審  議  

審議：平成 29 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】 

事務局から資料の説明がある。その後、質問及び意見を伺う。それでは、 

    事務局より説明をお願いする。  

～内容説明～ 

平成 30 年度大野城市環境政策審議会議事録
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     資料１及び資料２を用いて、内容を説明。 

～質疑・応答～ 

第１節「貴重な自然をはぐくむ」 ２．生物多様性の取り組みの推進     

ヒアリ、セアカゴケグモ、マダニの発生状況について  

資料２⇒P10 

【井上会長】 

ヒアリやセアカゴケグモ、マダニの発生状況はどうか。 

（事務局） 

ヒアリについては、市内の発生事例なし。セアカゴケグモは 4箇所発見さ

れている。早期発見早期駆除に努めている。マダニについては感染報告等は

受けていない。 

第１節「貴重な自然をはぐくむ」 ２．生物多様性の取り組みの推進 

生物多様性に関する出前講座の累計実施回数について   

 資料１⇒P2 資料２⇒P10 

  【萩島委員】 

    資料 1 の 2 ページ、生物多様性に関する出前講座の累計実施回数だが、今

年度は 0回だが、数年に一度行うようなものか。 

（事務局） 

申請があれば順次行っている。29 年度は 0件となっているが、29 年度中に

受講できるよう環境を整え、30 年度は 1件実施している。また、教育委員会

が行っている、児童が放課後に学校施設を活用し自主学習や体験活動などを

実施するランドセルクラブに生物多様性講座を登録し、活用をお願いしてい

る。 

【萩島委員】

資料 1の 10 ページ、出前講座の累計実施回数とは別か。

（事務局） 

生物多様性講座も出前講座の累計実施回数に含まれている。 

第２節「豊かな地球を守る」 ２．低炭素社会の形成 

1 世帯のエネルギー消費量について   

 資料１⇒P4 資料２⇒P19 

  【井上会長】 

   資料 1 の 4 ページ、1 世帯のエネルギー消費量にあるＧＪとは何の略か。注
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釈をつけていただきたい。 

（事務局） 

    ギガジュールの略である。了解した。 

第２節「豊かな地球を守る」 １．低炭素社会の形成 

太陽光発電システムについて   

                            資料２⇒P22 

【二渡副会長】 

  資料 2の 22 ページに住宅用の太陽光発電システムが記載されているが、事

業者の太陽光発電システムの整備状況を把握しているか。また、地域住民と

環境問題のトラブルになるようなことはあったか。 

（事務局） 

南地区に太陽光パネルを多数設置している事業者を把握している。地域住

民とトラブルになったという情報は市には入っていない。 

【二渡副会長】 

山林が伐採されて設置されている等の事例があるため、できるだけ市でも

情報を集めていただきたい。 

第２節「豊かな地球を守る」 ２．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⇒P25 

  【萩島委員】 

 エコアクション 21 の登録件数が伸び悩んでいる理由はあるか。 

  （事務局） 

メリットとしては、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があげられる。 

    ただ、2年ごとに更新があり、更新審査を受けることなどから手続きが煩雑

で伸び悩んでいると考えられる。 

  【萩島委員】 

制度が変われば登録件数が上がる余地はあるか。 

  （事務局） 

制度が変わり、より申請しやすいものとなれば登録件数も上がる可能性が

あるが、環境省が環境の国際規格「ISO14001」を基にガイドラインをつくっ

たものであるため、市だけでは変えることができない。 

【萩島委員】 

 他市町村の状況も同様か。他の自治体の状況等分析してみてはいかがか。 

  （事務局） 

他市町村の状況を確認し、登録件数が多い自治体があれば参考にさせてい
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ただきたい。 

第２節「豊かな地球を守る」 ２．温暖化防止の取り組みの普及     

市庁舎における電気使用量について  

 資料２⇒P30 

   【萩島委員】 

     市庁舎の節電が進んでいるように見えるが、どのような節電の取組を行っ

ているのか。 

（事務局） 

     ハード面としては、市庁舎の照明のＬＥＤ化が完了していること。ソフト

面としては、毎週水曜日をエコデー＆ノー残業デーと定め、17 時以降の消

灯を促したことが一因と考える。 

【萩島委員】 

順調に減少しているため、一般の事業所等にも情報提供したらよいのでは

ないか。 

（事務局） 

了解した。 

第２節「豊かな地球を守る」 ３．市の率先行動 

市庁舎における水道使用量について   

                            資料２⇒P31 

【井上会長】 

資料 2 の 31 ページ、図 2-10 市庁舎における水道使用量が 28 年度に比べ

29 年度は下がっているがなぜか。 

 （事務局） 

 詳細については不明である。関係課と確認させていただく。 

  ⇒管財課と確認の結果、28年度は毎月例年より1割程使用量が増加しており、

漏水もなく改修等も行っていないため、水道の使用頻度が多かったと推測さ

れる。29 年度は例年並となっているため、今後も節水を意識し取り組んでい

く。 

 【萩島委員】 

  積み上げが分かるようにグラフの中に内訳を表記することはできないか。 

（事務局） 

積み上げ方式で表記が可能なものであれば検討させていただく。 

第３節「豊かな地球を守る」 ４．地球環境の保全 

市庁舎のコピー用紙使用量について   

 資料１⇒P5 資料２⇒P39 
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  【井上会長】 

    市庁舎のコピー用紙使用量削減について、縮小・裏面コピーで努力してい

ると思うが、目標数値は達成困難ではないか。見直し等を行ったほうがよい

のではないか。 

（事務局）

    事務局としても厳しい目標と考えている。ただ、現在の計画期間中は当初

目標のまま進めていき、新たな基本計画では現状に即した数値を設定したい

と考えている。 

【萩島委員】 

資料について、私は紙ではなく電子データの方が読みやすい。紙の削減に

なり、職員の業務の簡素化にも繋がるので、電子データでの送付も考慮して

みてはいかがか。 

  （事務局） 

委員の皆様に意見を伺い、紙と電子データどちらでの送付が良いか選択で

きるようにしたいと考える。 

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⇒P60 

  【二渡副会長】 

資料 1 の 9 ページでこどもエコクラブの登録件数が増えているがどのよう

な方法をとられたのか。 

  （事務局） 

家族会員でも登録可能とのことであったため、市内の家族に登録促進を行っ

た。 

第４節「みんなの手で環境保全を」 １．市民活動の活性化 

御笠川・牛頸川・平野川フェスタの参加人数について   

 資料１⇒P9 資料２⇒P61 

【井上会長】   

    資料 2の 61 ページ、図 4-1 御笠川・牛頸川・平野川フェスタの参加人数の

目標年度の数値が 600 となっているが、550 が正しいのではないか。 

（事務局） 

 ご指摘のとおりである。修正させていただく。 
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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 

出前講座の累計実施回数について   

 資料１⇒P10 資料２⇒P63 

  【原委員】 

   資料 1 の 10 ページ、出前講座の累計実施回数の数値が多いがどのようなこ

とを行っているのか。 

  （事務局） 

 数が多い理由は、環境・最終処分場対策課の出前講座だけでなく、ふるさ

と文化財課等、環境基本計画関連課の講座も含まれているためである。 

資料 1全体の達成状況について 

【萩島委員】 

資料 1について、全体の達成状況を市はどのように自己評価しているか。 

  （事務局） 

現計画も32年度までとなり、徐々に達成した項目が増えている状況である。  

現在の項目については目標数値の見直しは行わず、目標未達成のものは達成

となるよう努力していく。32 年度に、新たな環境基本計画の策定に伴い、新

たな目標数値を設定したいと考えている。 

ＳＤＧｓ（エスディージーズ、持続可能な開発目標）に関する施策について 

【二渡副会長】 

ＳＤＧｓ（エスディージーズ、持続可能な開発目標）が国連で 2015 年に議

決され、一部都道府県や市町村では環境基本計画に関連するものとして位置

付けられているところもある。現在の大野城市環境基本計画ではそこまでの

記載はないが、新たな環境基本計画ではなにかしら反映されるのか。 

   （事務局） 

 新たな環境基本計画を策定する際に、国内外の環境施策を調査することと

している。今後の調査の結果、必要となれば反映させたいと考えている。 

  【二渡副会長】 

 ＳＤＧｓのすべての項目が環境関連のものではないが、施策を行う中で取

り入れるものがあれば取り入れていただきたい。 

  （事務局） 

了解した。 

災害対策に関する施策について 
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【原委員】 

 環境基本計画の中に災害対策に関する施策について記載はあるか。 

（事務局） 

 治山ダム設置数の項目があり、事業については主に危機管理部にて担って

いる。環境・最終処分場対策課としては、森林育成や適切な間伐をすること

で健全な森林を保全している。 

災害廃棄物処理計画について 

【二渡副会長】 

自然災害が増えているが、災害廃棄物について計画を策定中とのことだっ

たが、経緯について説明いただきたい。 

（事務局） 

     災害廃棄物処理計画については、県が策定した同計画を元に大野城市でも

昨年度策定している。実際に災害が起きた際にどのように行動するか等の具

体的なマニュアルについては現在作成中である。 

【二渡副会長】 

  仮置き場として使える場所等は確保されているか。 

（事務局） 

     仮置き場となると周辺住民の感情の問題もあるが、職員としては公園等も

含めて複数箇所検討している段階である。

【二渡副会長】 

災害が発生した場合何らかの計画がないと行動ができないと考えるため、

できるだけ速やかに検討し、周辺住民に説明等が必要であればしていただき

たい。 

（事務局） 

災害はいつ起こるかわからないものであるため、速やかに、かつ、住民感

情も考慮し慎重に進めていきたい。 

 (5)閉  会 


