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１．日 時  平成 28 年 12 月 12 日（月） 13 時 15 分 ～ 14 時 30 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、弓委員 ※小山委員は欠席 

   ・事務局 

 徳田建設環境部長 

 （環境・最終処分場対策課）深町課長、白石係長、古賀係長、田中係長 

釋河野主任主事、原田 

   ・関係課  

建設管理課：江﨑係長、林田主査、坂本主任技師 公園街路課：馬場係長 

ふるさとにぎわい課：岩下係長 ふるさと文化財課：林係長 

管財課：山﨑係長、花田主任主事 安全安心課：松本主任主事、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。 

・委員の互選により、会長が井上委員、副会長が二渡委員に決定。

(2)会長あいさつ

【井上会長】 

委員の皆様には、引き続きよろしくお願いする。大野城市在住委員の「地

元の意見」をはじめ、審議会での意見は、非常に重要なものとなる。会長

として審議会の進行を行うが、一委員として発言もしたいと考えている。

本日も、忌憚のない意見をお願いする。 

 (3)審  議  

審議１：平成 27 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～ 

     資料１及び資料２を用いて、内容を説明。 
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～質疑・応答～ 

    第１節「貴重な自然をはぐくむ」 ３．動植物との共生 

有害鳥獣に関する相談件数について    資料１⇒P2  資料２⇒P13 

   【井上会長】 

     有害鳥獣に関する相談件数の実績値(132 件)は、全て解決済みの件数か。 

（事務局） 

     全て解決済みである。

    第１節「貴重な自然をはぐくむ」 ４．おおのじょう緑のトラスト運動の推進

     トラスト活動への年間参加者数について 資料１⇒P2 資料２⇒P16 

   【弓委員】 

 トラスト協会の会員数が減少傾向にある一方で、トラスト活動への年間参

加者数は増加している。その要因は何か。 

   （事務局） 

「大野城跡フェスタ」へのブース出展など、他団体との連携を積極的に行

ったことが要因と考えられる。 

【浦屋委員】 

28 年度のトラスト活動への参加者数はどうか。 

   （事務局） 

昨年度より参加者数は増加すると思われる（設立 20 周年記念事業開催の

ため）。 

    【浦屋委員】 

トラスト協会の会費は、金融機関まで足を運ばなければ払えない。他団体

では、自宅まで訪れて会費を集めたり、組費から会費を引き落としたりする

こともある。高齢化等を考えると、今後は、会費の納入方法を考えることも

重要であると考える。 

（事務局） 

トラスト協会と協議の上、検討したい。 
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    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⇒P25 

【井上会長】 

     「エコアクション 21 認証・登録事業所数」が 1 ヵ所減少した要因は何か。 

（事務局） 

・ 登録が 2年更新となっており、更新を行わなかった事業所があること等

が考えられる。 

・ 制度の周知不足も考えられるため、市では、今年度、「エコアクション

21 福岡県事務局」である九州環境管理協会と直接情報交換を行い、対策

を検討中である。 

   【浦屋委員】 

     エコアクション 21 認証・登録に一定の基準があるのか。 

（事務局） 

環境省が示したガイドラインに基づき、取り組みを行っている事業所が対

象となる。

【二渡副会長】 

契約や物品購入の業者選定において、エコアクション 21 認証・登録の有無

を考慮することにより、登録へのメリットが生まれると考える。市として、

具体的な施策を行っているか。 

（事務局） 

現段階でそのような取り組みは行っていない。福岡県では取り組みが行わ

れているため、今後は、契約担当と協議し、本市で実施可能かを検討したい。

    第２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削減について   資料１⇒P5 資料２⇒P39 

【二渡副会長】 

   「コピー用紙の使用量削減」について、「ある部署では会議資料の印刷が

多い」等、業務内容との関わりが大きく、一概に全体量を減らすということ

は難しい。部署ごとに削減目標を設けるなど、業務に応じた取り組みが必要

になると思うが、市として何か具体的な対応策があるのか。 
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【井上会長】 

目標値（1,900 箱）が厳しいと感じる。状況に応じて、目標見直しを検討

する必要があるのでは。 

【浦屋委員】 

各課の印刷枚数まで把握することは難しいのではないか。  

（事務局） 

各課の使用枚数の把握は難しいと考えるが、今年度から新たに各階の共用

コピー機の使用状況の分析等を進めることとしており、具体的な施策を実施

していきたい。 

【浦屋委員】 

   市民向けの資料については、市民サービスに影響しないよう、縮小のあり

方等は考慮するべきである。 

（事務局） 

裏が未印刷の白い紙は再利用する等、職員の意識向上を図りつつ、庁外資

料の印刷については、十分考慮して取り組みを行いたい。

    第３節「快適な生活環境を目指して」 １．資源循環型社会の形成 

     古紙等の回収について                 資料２⇒P42 

【二渡副会長】 

P42 の図 3-1 を見ると古紙回収量が減少傾向にあるが、その要因は。

（事務局） 

・ 要因の一つとして、若い世代の新聞購読数の減少等が考えられる。  

・ 古紙回収奨励金を出すことにより、古紙回収を行う業者は増えているが、

結果につながっていない。 

・ ごみの組成調査を行うと、可燃ごみに多くの雑紙が混じっていた。今後

は、そのような雑紙を回収できるよう周知を強化していきたい。 

【浦屋委員】 

庭木の枝等、雑木の回収についてはどうか。処理施設に運び込まれる雑木

は、チップ化により再利用につながるが、剪定作業で出た雑木を処理施設ま

で運搬できない市民も多いのではないか。市が年に１回収集する日があった

ら、更なる資源再利用の促進につながると考える。 

（事務局） 

収集方法については、今後検討していきたい。 
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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 

     こどもエコクラブについて         資料１⇒P9 資料２⇒P60  

【井上会長】 

「こどもエコクラブの登録団体数」について、今後増える予定があるか。 

（事務局） 

難しい状況であるが、今後どのような団体に PR していくのかを、他市町

のこどもエコクラブ事務局とも情報交換を行いながら、取り組んでいきた

い。 

   ※災害時における環境に配慮した取り組みについて  

   【二渡副会長】 

環境問題を考える上では、災害時への対応も重要になると考える。市とし

て、災害時における環境に配慮した具体的な施策はあるか。 

   （事務局） 

取り組みの一つとして、災害廃棄物の対策が重要であると考える。本市で

は、災害廃棄物に関する計画の策定作業を進めたいと考えている。来年度以

降、計画策定に関して、審議会委員の皆様に意見をいただきたい。  

審議２：一般廃棄物処理基本計画の改訂について 

【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～ 

     資料３及び資料４を用いて、内容を説明。 

～質疑・応答～ 

一般廃棄物処理基本計画の目標値の設定について   資料３  

【二渡副会長】 

ごみ排出量削減の目標値（10％減量）の設定根拠は、具体的施策の実施に

よる削減量を積み上げたものか。
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（事務局） 

人口の増減及びごみ排出量の予測値を考慮するとともに、新たな処理施設の

計画量をクリアするために必要な削減量を根拠としている。 

【二渡副会長】 

最終処分量の最終年度の予測値は、新たな処理施設での最終処分を前提とし

た数値か。あるいは、実績ベースの数値か。

また、ごみ排出量の削減目標と同様に、最終処分量の削減目標についても、

基準年度から 10％減量と記載されているが、これは他の項目にあわせて 10％と

したのか。

（事務局） 

最終処分量の予測値は、新たな処理施設での処分量を前提とした数値であり、

埋め立てる焼却残さの量を推計し、最終処分場の容量（計画値）を超えない処

分量を計算したうえで 10％削減としている。 

一般廃棄物処理基本計画の具体的施策について   資料３  

【二渡副会長】 

基本理念として、「2R（リデュース・リユース）を最優先して取り組む」とい

う考え方は、非常に重要であると考える。これらの取り組みの成果は、なかな

か数字となって表れない項目と感じるが、具体的な施策はあるか。 

（事務局） 

具体的な施策については、検討中である。 

【二渡副会長】 

食品ロス削減について言及する。飲食店は、客に提供する食材が不足しない

よう、予め余裕を持って入荷するため、食品ロス削減の促進はなかなか難しい

と感じる。何か具体的な施策はあるか。

（事務局） 

食べ残しを無くすための働きかけ等、様々な PR 方法を考えていかなければな

らないと考える。 

また、ごみの組成調査では、生ゴミと紙類が多くを占めていた。生ゴミにつ

いては、水切りを行い、ゴミ出しするよう PR してきたが、今後は「発生抑制」

に重点を置いて、さらに踏み込んだ内容で施策を行っていきたいと考えている。 
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第１章 ごみ処理基本計画 Ⅰ ごみ処理の現状と課題 

  ごみ処理費用の推移について                資料４⇒P10  

【浦屋委員】 

ごみの排出量が減少しているのにもかかわらず、処理費用が高くなっているの

はなぜか。

（事務局） 

新たな処理施設（クリーンエネパーク南部・グリーンヒルまどか）の建設費が

影響しているものと考えられる。

【浦屋委員】 

ごみ減量の取り組みを行う中で、「○○トンを減らそう」という表現では、一

般市民に伝わりにくい。「ごみの処理に一世帯あたり○○円かかっている」とい

った表現の方が、市民には分かりやすいのではないか。例えば、ゴミ出しカレン

ダーに掲載するなど、周知方法を検討してみてはどうか。

（事務局） 

ごみの排出量に関しては、毎年広報で周知を行っているが、それだけでは市民

に伝わりにくいと考える。今後目標を達成するためには、市民一人一人の意識付

けが重要である。ご指摘については、貴重な意見として、具体的な施策に反映し

ていきたいと考える。

(4)閉  会 


