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は じ め に 
 

 

本市は福岡市の南、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、26.88k㎡です。南北に細長く、市の中心部の幅は約1㎞しかなく、くびれたひょう

たん型をしています。また、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、背振山地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、御笠川に

牛頸川が合流し、やがて博多湾へ注がれます。 

 本市の豊かな自然環境を将来に引き継いでいくことは、私たちに課せられた重要な責務であり、その

ために、本市の新しい環境行政の指針となる大野城市環境基本計画を平成23年3月に改定し、さらに

成25年3月には、東日本大震災に伴う原発事故による電力需給問題と、大野城市緑の基本計画の取り

込みのために、一部改定を行いました。 

 大野城市環境基本計画においては、本市の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。 

 この平成24年度大野城市年次報告書は、本市における平成24年度の重要施策や目標に対する進捗

状況について取りまとめたものです。本書が幅広く市民の皆様に活用され、環境に対するご理解を深め

ていただくとともに、効果的な環境保全活動の取り組みの一助となれば幸いです。 
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本書の概要 
 

1．年次報告書作成の趣旨 

 

大野城市では、自然環境と社会環境が有限の環境資源と認識し、その適正な保全と活用を期する

とともに、大野城市の環境政策の理念と基本原則、環境施策の基本となる事項並びにその施策の

策定に関する手続等を定めることにより、良好な都市環境の保全及び創造を図り、もって市民の

福祉の増進に寄与することを目的として大野城市環境基本条例を平成7年12月に制定しました。 
 また、環境基本条例第8条に基づき、基本的施策を総合的かつ計画的に推進し、環境政策の理念

の実現を目指して、大野城市環境基本計画を平成10年3月に策定しました。しかし、その後、地球

環境の問題は深刻化し、その解決に向け国際的にも様々な動きがありました。また、私たちのラ

イフスタイルは多様化し、物質的に豊かさを求めた結果、多くの資源とエネルギーを消費し、大

量のごみを排出するようになりました。 
 このような中、私たち一人一人が、これまでのライフスタイルを見直し、限りある地球資源を

大切にするため、省資源・省エネルギーに努めるとともに、自然環境を保全し、持続可能な循環

型社会を構築することが緊急の課題となっています。そのため、総合的、中・長期的な視点に立

って基本的事項・具体的施策を立案し、本市の環境行政の指針となる新しい環境基本計画を平成

23年3月に策定し、また、原子力発電所の事故により、電力需給問題が起きたことから、平成25
年3月には、これを一部改定しました。 
 この環境基本計画は、PLAN（計画）⇒DO（実行）⇒CHECK（監視・測定）⇒ACTION（見

直し）の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。 
 この大野城市環境基本計画年次報告書は、環境基本計画に基づく施策の進捗状況や目標値に対

する進捗状況等について、毎年とりまとめを行い、作成にあたっては、市民の意見を募集し、学

識経験者等で構成される環境政策審議会に諮ることで、CHECK（監視・測定）し、その結果を

受け、施策のACTION（見直し）、次年度以降の取り組みや推進体制、計画の見直しにつなげるも

のです。 
 
2．年次報告書の構成 

 

 年次報告書は、環境基本計画に示されている各節の重要施策と目標に対しての進捗状況を記載

しています。 
 また、目標値については、達成状況を「◎」、「○」、「△」、「×」、「－」で表しています。なお、

評価の基準については、下記のとおりです。 
 
評価の基準 

◎ 目標を達成しているもの。 
○ 目標には達していないが、基準値よりも状況が改善されているもの。 
△ 基準値から変化がないもの。 
× 基準値よりも状況が悪化しているもの。 
― 実施しておらず、検証が不可能であったもの。 
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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）重要施策の進捗状況 

 

● 市が森林保全のため買い取った緑地のうち、（財）おおのじょう緑のトラスト協会の活動地（表

1-1参照）について、会員を中心に、下草刈りなど、「市民参加型」の保全管理作業を実施して

います。 

また、さくらの森については敷地内やトイレの清掃業務を委託し、より市民に親しまれる森とな

るよう管理に努めています。その他、市において、豪雨などにより発生した倒木や土砂崩れを処

理し、復旧工事を行ないました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 森林法の改正に基づき、平成23年度に大野城市森林整備計画の変更を行いました。また、

平成24年度に、市有林約60haを対象とした間伐計画である大野城市森林経営計画を策定しま

した。平成25年度からは、この計画に基づいて市有林の整備を実施し、森林が有する公益的機

能を発揮させるように努めます。 

 

● 牛頸山一帯に残された貴重な自

然を、水源涵養のため、また植物や

動物の良好な生育・生息空間として

広く保存するために、第1種自然環

境保護区域内の森林の買い取りを

行いました。平成24年度は58,023㎡

を取得し合計で918,665.51㎡となり

ました。また、取得した土地について

は、保安林として指定しました。 

表 1-1 トラスト協会活動地 

活動地名 面積 地区 

トラストの森 約 9.0ha 牛頸地区 

共生の森 約 2.9ha 牛頸地区 

もみじの森 約 7.6ha 平野台地区

さくらの園 約 0.7ha 牛頸地区 

さくらの森 約 4.5ha 乙金地区 

表 1-2 森林の保全・管理作業実績 

開催日 場所 作業内容 
参加数

（名） 

面積 

（ha） 

4 月 26 日（水） トラストの森 竹林整備 13 不明

5 月 16 日（土） 共生の森 下草刈り 10 約 0.2

5 月 19 日（水） 共生の森 下草刈り 17 約 0.2

6 月 2 日（水） さくらの森 下草刈り 60 約 0.2

7 月 7 日（土） トラストの森 下草刈り 18 約 0.2

7 月 18 日（水） 共生の森 下草刈り 17 約 0.2

8 月 22 日（土） トラストの森 下草刈り 17 約 0.2

8 月 25 日（土） さくらの園 下草刈り 19 約 0.2

9 月 8 日（水） 共生の森 下草刈り 21 約 0.2

9 月 19 日（土） 共生の森 下草刈り 16 約 0.2

10 月 27 日（木） もみじの森 下草刈り 14 約 0.2

合計 222 約 2.0

資料：（財）おおのじょう緑のトラスト協会 

表 1-3 森林の状況 （単位：ha）

人工林 天然林 
年度 

針葉樹 広葉樹 針葉樹 広葉樹
竹林

平成 11 年度 665 1 31 240 8

平成 16 年度 656 23 25 236 8

平成 21 年度 645 29 16 239 20

※地域森林計画策定年度の 10 月 1 日現在 

資料：福岡県森林資源情報 

トラスト協会（下草刈り） 
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● 本市の保安林については、県に整備 

の実施を要望し、保安林整備事業によ  

る森林整備を実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

● 山林や林道については、市職員や市有林管理員などの巡視によって、監視しました。不法投 

棄されたごみは、職員が現地調査を行い、不法投棄した者が特定できたごみは、不法投棄した

者に連絡し撤去を指導しています。特に、悪質な場合には筑紫保健福祉環境事務所や筑紫野

警察署とも連携して対応しています。不法投棄した者が特定できないときは、市で撤去し、可燃

物・不燃物（ビン・缶、その他の燃えないごみ）に分別したうえで、クリーンパーク南部（福岡市南

部工場）及び春日大野城リサイクルプラザに搬入し、適切に処理しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 平成20年度から開始した荒廃森林再生事業は、福岡県森林環境税を財源とした福岡県荒廃

森林再生事業交付金を利用し、長期間手入れがされず荒廃したスギやヒノキの森林を整備する

ものです。平成24年度は、25.54haの間伐を実施し、森林が持つ公益的機能の回復に努めまし

た。 

 

 

● 福岡県に対し、治山ダムの設置を要望し、治 

山工事（谷止め工）が3箇所で施工されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表1-4 保安林整備事業による森林整備 

（単位：ha）

 本数調整伐 枝落とし 除伐 

平成20年度 9.48 － － 

平成21年度 12.38 － － 

平成22年度 － 2.42 － 

平成23年度 － 3.89 － 

平成24年度 －   － 3.94 

資料：環境課 

表 1-5 市有林管理員・管理補助員・県行造林管理員巡視実績 

  人数（名） 巡視回数（回） 備考 

市有林管理員 2 40   

市有林管理補助員 3 76   

県行造林管理員 2 25 1 名は市有林管理補助員を兼任 

計 延べ 7 141   

※市有林管理補助員を兼任している県行造林管理員の巡視回数は、市有林管理補助

員の巡視回数に含む。 

資料：環境課 

表1-6 荒廃森林再生事業実施状況 （単位：ha）

 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

荒廃森林調査面積 37.21 90.76 118.86 83.44 82.50 

整備実施面積 7.97 15.80 31.25 31.83 25.54 

公的取得面積 6.00 3.35 1.23 1.15 4.64 

資料：環境課 

治山ダム
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（3）目標に対する進捗状況 

 

2．生物多様性の取り組みの推進 

（1）基本方針 

    2010年が国連の定めた国際生物多様性年で、COP10の日本開催を期に、生物多様性につ

いて、多くの人の理解を深めるため、啓発事業を強化します。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）重要施策の進捗状況 

 

● 生物多様性の認知度を高めるため、6月の環境月間に併せて生物多様性という言葉の意味

や重要性について、広報6月1日号に掲載しました。また、それに併せて自然環境の保全を行な

っている㈶おおのじょう緑のトラスト協会を紹介し、生物多様性保全活動への参加を呼び掛けま

した。 

 

● 生物多様性に関する出前講座の開設の検討を行い、平成25年度から開設することが決定し

ました。今後は、出前講座を利用して生物多様性に対する認知度の向上を図ります。 

 

● 例年、牛頸ダム上流や横峰公園で、こどもエコクラブのイオン大野城チアーズクラブのメンバ 

ーを対象に、筑紫保健福祉環境事務所と共同で、水辺教室（水生生物調査）を実施しています。

平成24年度も、昨年と同様に調査を実施する予定でしたが、台風接近に伴い、中止となりまし

た。毎年、子ども達からも「勉強になる」との声が多いことから、平成25年以降も継続していきま

す。 

 

 ● 筑紫・糸島地区自然環境共生連絡協議会主催で、生物多様性についてを学ぶことができる

「森と水辺の体験活動」を実施しました。活動は、㈶おおのじょう緑のトラスト協会の協力を得て、

大野城市で計4回実施し、延べ85名が参加しました。 

表 1-7 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） 
平成 24 年度 

目標値 

（目標年度） 

達成状況

評価 

第 1 種自然環境保護

区域用地取得面積 

783,305 ㎡ 

（平成 21 年度） 

58,023 ㎡ 

（通算：918,665 ㎡）

1,000,000 ㎡ 

（平成 32 年度） 
○ 

治山ダム設置数 
49 箇所 

（平成 21 年度） 

3 箇所 

（通算：60 箇所） 

70 箇所 

（平成 32 年度） 
○ 

※買取申出面積 1,209,134 ㎡ 

資料：環境課・福岡農林事務所 

表 1-8 平成 24 年度「森と水辺の体験活動」開催実績 

 開催日 開催場所 内容 参加人数

第１回 

～森を知ろう～ 
6 月 3 日（日） 

まどかぴあ・トラス

トの森 
座学、トラスト活動地見学 20 人

第２回 

～いきものしらべ～ 
8 月 5 日（日） トラストの森 森と水辺の生物調査 23 人

第３回 

～秋の森体験①～ 
10 月 13 日（土） トラストの森 22 人

第４回 

～秋の森体験②～ 
10 月 14 日（日） トラストの森 

竹炭作り 

20 人

合計 85 人

資料：環境課 
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（3）目標に対する進捗状況 

 

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）重要施策の進捗状況 

 

● 市の花キキョウは、原野の減少に伴い全国的に少な 

くなっており、絶滅の危険が増大している種として環境 

省絶滅危惧Ⅱ類に分類されています。市内では、四王 

字山、トラストの森、もみじの森、牛頸山頂付近で確認さ 

れています。 

トラスト協会では、トラストの森からキキョウの種を採取 

し、育成した後、成長した株をトラストの森に植え戻し、 

保護活動を行っています。 

 

● 「大野城市みどりを守り育てる条例」に基づき、特定の建物を建てる場合には緑化協定を締結

し、都市の緑化に努めました。 

また、保存樹及び保存樹林については、所有者に報償金を交付し、その適正な管理を推進 

しました。 

 

 

● 牛頸ホタル部会は、牛頸川上流で、ホタル及びホタ 

ル（幼虫）のえさとなるカワニナ飼育、ホタルの発生数 

の確認、清掃活動等の保護・育成活動を行っていま 

す。長年にわたる活動により、今では福岡都市圏でも 

有数のホタルの名所となり、ホタル発生時に訪れた多 

くの見物者に対して、誘導やホタルに関する説明を行 

いました。ホタルのシーズンには、延べ約10,000匹の 

ホタルが飛翔し、延べ約13,500人が見物に訪れまし 

た。市は補助金を交付してこのような取り組みの支援 

を行いました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

表 1-9 生物多様性の取り組みの進捗に関する目標 

目標指標 
基準値 

（基準年度） 
平成 24 年度

目標値 

（目標年度） 
達成状況評価

生物多様性に関す

る記事の広報掲載 

未掲載 

（平成 21 年度） 
1 回掲載 

年 1 回以上掲載 

（平成 26 年度） 
◎ 

生物多様性に関す

る出前講座の開設 

未開設 

（平成 21 年度） 
未開設 

開設 

（平成 25 年度） 
△ 

資料：環境課 

市の花キキョウ 

ゲンジボタル
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● 平成24年度は、大野城市有害鳥獣駆除員によるイノシシ捕獲を10ヶ月間実施しました。また、

被害が特に増加する期間については、駆除員に依頼して、委託期間中の出動回数を増やして

対応しています。平成24年度は、計11基のわなを設置しました。 

 

● 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に基づき、平成

25年3月に大野城市鳥獣被害防止計画を策定しました。平成25年度からは、本計画に基づき、

鳥獣被害対策の関係団体で構成する大野城市鳥獣被害防止対策協議会が中心となり、鳥獣

による被害発生地区の住民と連携・協力し、田畑に防護柵を設置する予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）目標に対する進捗状況 

 

4．㈶おおのじょう緑のトラスト協会の活性化 

（1）基本方針 

   ㈶おおのじょう緑のトラスト協会の活動を活性化するための支援を行い、市民と協働で森林保

全活動を行なうとともに、ボランティア人材の育成に努めます。 

 

（2）重要施策の進捗状況 

 

● 森林整備活動や自然観察会などのイベントを行い、本市の自然環境の保全に大きく貢献して

いる㈶おおのじょう緑のトラスト協会に補助金を交付し、その活動を支援しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 1-10 有害鳥獣捕獲実績数 

年度 カラス イノシシ 

平成 20 年度 14 羽 17 頭

平成 21 年度 29 羽 47 頭

平成 22 年度 31 羽 101 頭

平成 23 年度 41 羽 64 頭

平成 24 年度 12 羽 97 頭

資料：環境課 

表 1-11 動植物との共生に関する目標 

目標指標 
基準値 

（基準年度） 
平成 24 年度

目標値 

（目標年度） 
達成状況評価

大野城市鳥獣被害防

止計画の策定 

未策定 

（平成 21 年度） 
策定 

策定 

（平成 25 年度） 
◎ 

資料：環境課 

表 1-12 （財）おおのじょう緑のトラスト協会会員数（各年度末現在） 

年度 個人 家族 法人・団体 計 

平成 20 年度 435 人 146 世帯（473 人） 28 団体 936 人 

平成 21 年度 443 人 146 世帯（477 人） 26 団体 946 人 

平成 22 年度 450 人 141 世帯（462 人） 30 団体 944 人 

平成 23 年度 433 人 122 世帯（403 人） 27 団体 863 人 

平成 24 年度 415 人 111 世帯（367 人） 25 団体 807 人 

※平成 23 年度より、過去 3 年以上の会費未納者については、退会と

している。 

資料：（財）おおのじょう緑のトラスト協会 

イノシシ用箱わな
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● 「市民トラスト運動」の活動を支え 

る（財）おおのじょう緑のトラスト協会 

は、会員を中心として、これまでに 

植樹した土地の下草刈りや間伐、 

侵入竹伐採など、森林の保全・管 

理や、自然とふれあう自然観察会 

等の活動を実施しました。自生キキ 

ョウについては、保護・繁殖等のた 

めの調査、研究（第1節3参照）を行 

いました。その他、更なる充実のた 

め、事務局職員が他団体主催の研 

修に参加しました。当協会の積極 

的な活動が認められ、平成24年度には、大野城市市制40周年記念式典において市制40周年

記念表彰を受賞しました。 

また、会員による自主的な活動も積極的に行われており、自主活動グループもみじの森会

（緑のボランティア）が平成 24 年度福岡県環境保全功労者知事表彰を受賞しました。これは、

長年にわたる地道な活動が評価されたものです。自然環境を守るためには、このような市民に

よる自発的な活動を活発にすることが望まれます。 

 

● 毎年11月に開催されるまどかフェスティバル 

で「地球を守ろう展」を実施し、その中でトラスト 

協会をPRし、会員の増加に努めました。また、 

市の職員に対しても会員を募集し、合計20名以 

上の新規会員を獲得しました。今後も㈶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、 

会員の募集に努めていきます。 

 

● ㈶おおのじょう緑のトラスト協会の認知度を上 

げるために、環境月間である6月の広報でトラス 

ト協会についてPRしました。 

 

（3）目標に対する進捗状況 

 

 

 

 

 

表 1-13 

平成 24 年度（財）おおのじょう緑のトラスト協会の活動 

活動内容 回数 
参加人数

（延べ） 

自然観察活動 1 17

緑地などの維持管理 10 169

森の勉強会 5 98

森遊び活動 2 61

会員の自主活動 34 483

合計 67 828

資料：（財）おおのじょう緑のトラスト協会 

表 1-14 ㈶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） 
平成 23 年度 平成 24 年度

目標値 

（目標年度） 

達成状況

評価 

トラスト協会の 

会員数 

944 人 

（平成 22 年度） 
863 人 807 人 

1,000 人 

（平成 32 年度） 
× 

トラスト活動への 

年間参加者数 

延べ 976 人 

（平成 21 年度） 
1,038 人 776 人 

延べ 1,100 

（平成 32 年度） 
× 

※3 年以上、会費未納により退会した者：91 名（平成 23 年度 44 名・平成 24 年度 47 名） 

資料：㈶おおのじょう緑のトラスト協会 

トラスト会員募集コーナー（地球を守ろう展）
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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 

様々な活動によって排出される温室効果ガスを削減する取り組みについて、周知・啓発を行な 

います。また、再生可能エネルギーや省エネルギーを促進するための機器類の普及に関する調

査・研究に努めます。 

 

（2）重要施策の進捗状況 

 

● 11月3日と4日で開催されたまどかフェスティバルにおいて、地球温暖化や省エネルギーなど 

をテーマとした「地球を守ろう展」を出展しました。DVD上映やパネル展示、エコファミリーの募

集、トラスト協会のPRなどを行いました。DVDについては、地球温暖化防止活動推進センター

から借用しました。2日間で幅広い年齢層の469人の来場者があり、さまざまな環境に関する問

題について考えるきっかけになったのではないかと感じられました。 

生涯学習まちづくり出前講座では2講座を開設し、地球温暖化の現状や省エネルギーの必要

性、実際に家庭でできることなどについて広く市民に伝えました。 

また、福岡県が実施しているエコファミリー応援事業について、広報やまどかフェスティバルな

どで募集したところ、40世帯が新たに登録されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 家庭における消費エネルギーを削減するため、12月の地球温暖化防止月間に併せて広報に

家庭でできる地球温暖化対策の記事を掲載しました。 

また、冬も電力需給が厳しい状況になる見通しであったため、節電に関する記事も併せて 

掲載しました。 

 

● エコドライブの普及啓発のため、11月のエコドライブ推進 

月間に併せて広報にエコドライブ10のすすめを掲載しまし 

た。また、職員については、エコドライブ講習会（座学）を開 

催し、エコドライブに関する知識と技能の向上 

に努めました。 

 

 

● 公共交通空白地域を解消し、市民が日常生活で多目的 

（買物、病院、外出等）に利用できる移動手段を確保するた 

め、市独自の新しいバスネットワークとして、公共交通空白 

地域が広がる東地区・北地区を中心とした地域で、コミュニ 

ティバス「まどか号」を運行しています。なお、平成19年6月 

からは新たに東部ルートを設定し、4ルート運行となりました。 

出前講座

エコドライブ講習会（座学）

コミュニティバス「まどか号」 

まどかフェスティバル（地球を守ろう展）
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表 2-1 コミュニティバス運行ルート 

ルート名 距離 ルート 

仲畑ルート 約 7.9km イオン大野城⇔筒井⇔山田⇔仲畑 

通常 約 7.6km
イオン大野城→中→乙金→乙金台→大池 

→イオン大野城 
乙金ルート 

乙金東経由 約 9.0km
イオン大野城→中→乙金東→乙金→乙金台→大池

→イオン大野城 

通常 約 9.8km JR 大野城駅⇔瑞穂町⇔まどかぴあ⇔井の口⇔大城

大城ルート 
研修センター

経由 
約 10.8km

JR 大野城駅⇔瑞穂町⇔まどかぴあ⇔井の口⇔大城

⇔福岡自治研修センター 

東部ルート 約 8.7km
イオン大野城→中→乙金東→乙金→井の口 

→イオン大野城 

資料：都市計画課 

 

年に延べ40万人以上の人にコミュニティバスは利用されています。平成24年度は過去最高の

利用者数となりました。 

コミュニティバスの運行で公共交通機関の一層の利用促進が図られ、今後、さらに自家用車か

らの転換が促進され、自動車による二酸化炭素排出量の削減を期待しています。 

 

表 2-2 コミュニティバス乗客数 （単位：人）

  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

平日 329,068 310,604 290,033 293,243 303,054

土曜 58,540 63,213 67,572 73,046 74,662

日・祝日 63,479 55,790 73,977 80,570 81,355

合計 451,087 429,607 431,582 446,859 459,071

一日平均 1,235.85 1,177.01 1,182.41 1,220.92 1,258

一便平均 12.40 11.81 11.87 12.25 12.62

資料：都市計画課 

 

また、バスだけでなく自転車の使用を促進するため、地球温暖化や交通渋滞の抑制を促す施

策として、国・福岡市・福岡県警察・公共交通機関・複合商業施設と連携して、「パーク・アンド・ラ

イド」システムを導入し、現在150台の駐車スペースを確保しており、平均60台が利用されています

（イオン大野城）。さらに、平成18年度に無料化した、錦町自転車等置場を含め、市内10箇所に自

転車等置場を設置し、自転車の利用促進を図っています。 

  

表 2-3 

錦町自転車等置き場利用状況 

年度 利用台数 

平成 20 年度 102,549

平成 21 年度 99,203

平成 22 年度 102,494

平成 23 年度 131,400

平成 24 年度 133,160

資料：建設管理課 西鉄白木原駅東駐輪場 
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● 市民の意識向上や、ごみ減量にも繋がるレジ袋削減について、イオン大野城と共同で、エコ

バックを持ってきていない来店者に対してエコバックを貸し出し、後日返却してもらうレンタルエ

コバック事業を実施しました。お客さんの反応は良好で、今後も継続して実施するとともに、他

店舗との共同についても力を入れていきます。 

 

● 地球温暖化と電力需給の問題対策とし 

て住宅用太陽光発電システムの普及を  

図るため、設置費補助金制度を平成24 

年7月より開始しました。 

平成24年度は、183件の申請があり、   

設置された太陽光発電システムの発電  

量は、年間846,420kWhが見込まれます。 

一般家庭の年間電気使用量が約4,000kWhと仮定した場合、一般家庭約212件分（年間）の

電力となっています。また、市庁舎の電力使用量の約9ヶ月分に相当します。 

平成24年度に設置された太陽光発電システムによるCO2削減量は、年間325.87t-CO2が見 

込まれます。地球温暖化に向けた取り組みを活性化させるために、平成25年度も引き続き、本

事業を継続していきます。 

 

（3）目標に対する進捗状況 

 

 

 

 

 

 

表 2-4 無料自転車等置き場設置状況（1） （単位：台）

場所 
西鉄下大利

駅東 

西鉄下大利

駅横 

西鉄下大利

駅東口 
JR 水城駅前 錦町 

自転車 256 868 590 431 542 
収容計画台数 

バイク 28 167 64 48 54 

資料：建設管理課 

表 2-5 無料自転車等置き場設置状況（2） （単位：台）

場所 
西鉄白木原

駅前 

西鉄白木原

駅横 

西鉄白木原

駅東 

JR 大野城駅 

東口 

JR 大野城駅

西口広場 

自転車 140 100 400 286 306 
収容計画台数 

バイク 15  - 100 42 62 

資料：建設管理課 

表 2-6 平成 24 年度住宅用太陽光発電システム

設置費補助金交付事業実績 

申請件数 年間発電量 年間 CO2 削減量 

183 件 846,420kWh 325.87t-CO2 

資料：環境課（太陽光発電協会HPより発電量平均

値のデータを引用） 

表 2-7 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） 
平成 24 年度

目標値 

（目標年度） 
達成状況評価

1 世帯あたり 

エネルギー消費量 

27.3GJ/年 

（平成 18 年度） 
未実施 

21.2GJ/年 

（平成 32 年度） 
－ 

1 世帯あたり 

二酸化炭素排出量 

2,406kg‐CO2/年 

（平成 18 年度） 
未実施 

1,870 kg‐CO2/年 

（平成 32 年度） 
－ 

エコバック貸出制度 

事業実施 

未実施 

（平成 21 年度） 
1 店舗 

5 店舗 

（平成 32 年度） 
○ 

資料：環境課 
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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、呼び掛けていきます。 

 

（2）重要施策の進捗状況 

 

 ● 家庭での取組を推進するため、地球温暖化に関する出前講座を実施しました。出前講座終

了後、参加者の皆さんからは「今日から省エネルギーの生活を実践してみる」、「地球を守るた

めに自分も何か行動をしたい」などの意見が寄せられ、家庭での取り組みの推進に繋がってい

ると感じられました。 

 

● イベントや広報等を活用して、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

ーの会員増加に努め、40世帯が新たに登録されました。 

 

● エコアクション21については、商工会へ周知の依頼をする等して市内事業所の認証・登録数

の増加に努めました。 

 

（3）目標に対する進捗状況 

 

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）重要施策の進捗状況 

 

● 平成16年度に策定した「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

基づく省エネルギーに関する取り組みを推進しています。各課のエコリーダー（各課長）及びエ

コサブリーダー（各課1～3人）が中心となり、全庁的に省エネなどの二酸化炭素排出量の削減に

取り組みました。平成24年度については、節電要請のため、節電の更なる徹底を行い、基準年

度（平成14年度）よりも二酸化炭素の排出量を削減することができました。 

エコ・オフィスの周知・徹底を図るため、「平成24年度まどかエコ・オフィスプラン実施目標」を設

定し、職員全員で、省エネに努めました。市庁舎の「エネルギー消費量（電力・ガス）」、「不必要

な照明や機器類の電源OFF」については、目標を達成しました。 

表 2-8 平成 24 年度生涯学習まちづくり出前講座内容及び開催状況（2） 

講座名 実施日 利用団体名 
参加者数 

（人） 
合計 

地球温暖化って何？ 7 月 17 日 下大利小学校 60 
1 回 

 60 人

資料：文化学習課 

表 2-9 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） 
平成 24 年度 

目標値 

（目標年度） 
達成状況評価

エコファミリー 

登録世帯数 

222 世帯 

（平成 21 年度） 

40 世帯 

（通算：665 世帯） 

500 世帯 

（平成 32 年度） 
◎ 

エコアクション 21 

認証・登録事業所数 

6 件 

（平成 21 年度） 

7 件 

（平成 24 年度現在）

20 件 

（平成 32 年度） 
○ 

資料：環境課 
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また、市庁舎や市立保育所（3ヵ所）で、みどりのカーテンを設置しました。市庁舎においては、

西側と東側で実施しました。電気使用量などの大きな削減はなかったものの、来庁舎や職員に

対し、見た目の涼しさや癒しの効果を与えることができました。 

 

 

＜平成24年度まどかエコ・オフィスプラン実施目標＞ 

（１）エネルギー使用量の削減 

①室内の温度管理を徹底する。 

室内温度は冷房時 28℃、暖房時 17～20℃を目安にエアコ 

ンの運転管理を行なう。 

②エコスタイルを実施する。 

夏期（クールビズ）    5 月 8 日～10 月 31 日 

冬期（ウォームビズ）  12 月 1 日～3 月 31 日 

③ファンコイルユニットの使用を控える。 

下記の時間は原則ファンコイルユニットのスイッチを切る。 

・冷房時 13 時 30 分～14 時 30 分（電力需要のピーク時間） 

・暖房時 10 時 00 分～11 時 00 分 

※室内温度が冷房時 28 度を超えている、又は、暖房時に 17℃に満たない場合について

は、所属のエコリーダーの判断によりファンコイルユニットの入切を決定する。 

④電器ポットの使用禁止（13 時～17 時） 

13時～17時までは電気ポットの電源を切る。これに伴いマイボトル運動（水筒などを持参す

る運動）を推進する。 

※7 月 2 日～9 月 7 日までの節電要請期間に実施。 

 

⑤パソコンのモニタの電源設定を徹底する 

パソコンの電源設定によりモニタ OFF（画面 

の電源だけが切れ黒くなる状態）の時間設定を 

5 分以内にする。 

 

⑥照明の管理を徹底する 

不要な照明の消灯に努める。 

 

⑦エレベーターの使用制限 

市庁舎本館エレベーターを一基停止する。    

職員のエレベーター使用は禁止とする。 

※体調不良・荷物の運搬などでやむを得な

い場合を除く。 

 

⑧コピー機の節電モードの徹底 

コピー機の使用後は、「節電」のボタンを押 

し、節電モードにする。 

 

   ⑨各種機器類の停止 

温風タオル・便座ヒーターについては、電源を切って使用しない。市庁舎南側広場の 

噴水を停止する。 

表 2-10 まどかエコ・オフィスプラン実施状況 （CO2 量単位：㎏-CO2）

 
平成 14 年度 

（基準年） 
平成 24 年度 

平成 25 年度 

（目標年度） 

増減量 

（基準年との比較）

CO2 排出量 4,120,316 4,012,807 3,790,690 -107,509

資料：環境課 

表 2-11 パソコンのモニタ電源 OFF5 分以

内設定率 

     設 定 率 

平成 24 年度目標 100％

平成 24 年度実績 100％

資料：環境課 

クールビズ 

パソコンのモニタ電源 OFF 
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      施設の照明については、業務や利用者などに影響が出ない範囲で、蛍光管を取り外 

す。（トイレ、通路等） 

      ※8・9 月に市庁舎の半分の照明は LED に変更。 

   ⑩市庁舎以外の施設の取り組みを強化する。 

      各施設のエコリーダーに定期的な報告を求め、エコ・オフィスの取組に対する意識の向 

上を図る。 

 

＜数値目標＞ 

 

（２）エコドライブの強化 

  ①発進時はふんわりアクセルを実践する。 

     発進時は 5 秒で 20 ㎞/h を目安に、いつもより少し軽めにアクセルを踏む。 

  ②アイドリングストップを実践する。 

     降車時などは必ずエンジンを切り、不要なアイドリングをを減らす。 

  ③エアコンの使用を控えめにする。 

     車内の温度の下がり過ぎや上がり過ぎに注意し、窓を開けたり、強弱を調節したりしてエアコ 

ンの使用を控える。 

  ④自転車を積極的に活用する。 

     近距離（概ね半径 1 ㎞の範囲）の移動については、自動車を使わずに自転車を使用する。 

⑤公共交通機関を利用する。 

出張（長距離の移動）などの際には、できる限り公共交通機関を利用し、庁用車の使用を控

える。庁用車を使用する場合は、ガソリン車より CO2 排出量が少ない天然ガス車やハイブリット

カーを利用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜目標を達成するために＞ 

  エコドライブ10のすすめ（エコドライブを実施するポイント）を電子掲示板に掲載し、職員のエコド

ライブに対する知識の向上を図る。 

 

表 2-12 平成 24 年度エネルギー使用量の目標 

 電気 都市ガス LP ガス 灯油 

市庁舎 1,089,564kWh 45,904 ㎥ 0 ㎥ 0 ㍑

市庁舎以外 8,429,493kWh 48,353 ㎥ 39,264 ㎥ 105,897 ㍑

資料：環境課 

表 2-13 平成 24 年度エネルギー使用量の実績 

 電気 都市ガス LP ガス 灯油 

市庁舎 1,011,096kWh 36,245 ㎥ 0 ㎥ 0 ㍑

市庁舎以外 8,151,106kWh 47,196 ㎥ 37,711 ㎥ 93,876 ㍑

資料：環境課 

表 2-14 平成 24 年度庁用車燃費目標 

     燃 費 

ガソリン車 11.3 ㎞/㍑

天然ガス車 12.2 ㎞/Ｎ㎥

資料：環境課 

表 2-15 平成 24 年度庁用車燃費実績 

 燃 費 

ガソリン車 10.67 ㎞/㍑ 

天然ガス車 10.51 ㎞/Ｎ㎥ 

資料：環境課 
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（３）エコデーの実施 

  ・ 毎週水曜日をエコデーとする。 

     ノー残業デーにあわせて毎週水曜日   

をエコデーとし 18 時消灯を実行する。 

 

 

 
（４）ノーマイカーデーの実施 

・ 毎週金曜日をノーマイカーデーとする 

原則毎週金曜日だが、金曜日にでき  

ない場合は他の曜日で実施する。 

 

 

 
（５）エコリーダー及びエコサブリーダーを中心としたエコ･オフィスの推進 

①エコリーダー・エコサブリーダーによる職員への呼びかけ 

エコリーダー・エコサブリーダーは目標を達成するため、取り組みが推進されるよう、職員に呼び

かけ等を行う。 

②エコリーダーは実施状況報告を提出するエコリーダーは2ヶ月に1回エコオフィスの実施状況に関

する報告書を提出する。報告書を基に、各部署の取り組み状況をまとめ、電子掲示板などで公表

する。 

③エコサブリーダーを対象にした研修会を実施 

 

 

 

 
 

 

 

 

（６）みどりのカーテン実施による職員の意識向上・市民啓発 

①市役所や保育所などで、つる性植物を植え、冷房効率を高 

める。 

②事業に取り組むことにより、職員の意識向上及び市民啓発 

効果を期待する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2-16 水曜日の 18 時～24 時の平均電力使用量

（省エネナビ） 

     電力使用量 

平成 24 年度目標 125kWh

平成 24 年度実績 129kWh

資料：環境課 

表 2-17 マイカー通勤者 1 人あたり年間実施回数 

     実 施 回 数 

平成 24 年度目標 18.00 回/年/人

平成 24 年度実績 15.43 回/年/人

資料：環境課 

表 2-18 エコ・オフィスの取り組み状況 

     取り組み状況 

平成 24 年度目標 100.0％

平成 24 年度実績 95.9％

資料：環境課 

緑のカーテン（市庁舎）
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参考資料：市庁舎における項目別活動量 

※平成14年度は「まどかエコ･オフィスプラン」基準年度

図2-1　市庁舎における電気使用量の推移
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単位：㎥

※平成14年度は「まどかエコ･オフィスプラン」基準年度

図2-2　市庁舎における空調用ガス使用量の推移
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※平成14年度は「まどかエコ･オフィスプラン」基準年度

図2-3　市庁舎における給湯用ガス使用量の推移
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※平成14年度は「まどかエコ･オフィスプラン」基準年度
資料：管財課

図2-4　庁用車ガソリン使用量の推移
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※平成14年度は「まどかエコ･オフィスプラン」基準年度
資料：管財課

図2-5　庁用車天然ガス使用量の推移
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※平成14年度は「まどかエコ･オフィスプラン」基準年度
資料：管財課

図2-6　市庁舎における水道使用量の推移

1,919

2,347 2,194

1,700
1,425

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

平成14年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

単位：㎥



 

 17

※平成14年度は「まどかエコ･オフィスプラン」基準年度
資料：管財課

図2-7　市庁舎における井水使用量の推移
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※平成14年度は「まどかエコ･オフィスプラン」基準年度
資料：管財課

図2-8　市庁舎におけるコピー用紙納品数の推移
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● 本市の市長部局は、省エネ法に基づく特定事業者となっているため、エネルギー消費量（原  

油換算）を調査し、国に報告しました。また、公営企業及び教育委員会についても、特定事業

者となっていないか判定するため、エネルギー使用量（原油換算）の調査を行ないました。その

結果平成23年度については、4,048.86klとなり、目標を達成しました。 

 

●  

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成14年度は「まどかエコ･オフィスプラン」基準年度

図2-9　市庁舎における古紙回収量の推移
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● 公共施設における省エネルギー対策は、これまでは、職員等による人為的な取り組み（ソフト事 

業）を中心に実施してきましたが、人為的な取り組みには限界があるため、今後は大きな省エネル 

ギー効果は期待できません。そこで、市の公共施設についてさらなる省エネルギー対策を推進す 

るため、平成24年度に省エネルギー診断を実施しました。今後は、公共施設施設省エネルギー診

断に基づき、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・

改修や機器導入を進めます。 

 

● グリーン購入法に基づき、市の内部で使用する常用消耗品については、一部グリーン購入に対

応していない品目もありますが、対応品がある場合には、それを指定して業者との契約をしており、

環境への負荷を低減した物品の購入を推進しています。 

 

(3)目標値に対する進捗状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2-19 市の率先行動に関する目標 

目標指標 
基準値 

（基準年度） 
平成 23 年度 平成 24 年度

目標値 

（目標年度） 

達成状況

評価 

まどかエコ・オフィス 

プラン改定 

未改定 

（平成 21 年度）
未改定 未改定 

改定 

（平成 25 年度） 
△ 

公共施設エネルギー

消費量（原油換算） 

4,564.15kl 

（平成 21 年度）
4,048.86kl 3,856.77kl 

4,100kl 

（平成 32 年度） 
◎ 

資料：環境課 



 

 19

参考資料：公共施設エネルギー消費量（原油換算）の内訳 

◆市長部局 

施設名 電気 都市ガス LPガス 灯油 合計 

市役所本庁舎 260.08kl 43.06kl 0.00kl 0.00kl 303.14kl

すこやか交流プラザ 

（子ども療育支援センター） 
54.86kl 0.00kl 0.31kl 27.98kl 83.15kl

大野北保育所 14.90kl 0.00kl 3.35kl 0.00kl 18.24kl

筒井保育所 18.34kl 0.00kl 3.56kl 0.00kl 21.89kl

大野南保育所 17.07kl 3.67kl 0.00kl 0.00kl 20.74kl

大野児童保育所 3.14kl 0.00kl 0.00kl 0.00kl 3.14kl

大野東児童保育所 2.38kl 0.00kl 0.00kl 0.00kl 2.38kl

大野南児童保育所 2.51kl 0.00kl 0.00kl 0.00kl 2.51kl

大利児童保育所 2.35kl 0.00kl 0.00kl 0.00kl 2.35kl

平野児童保育所 1.27kl 0.00kl 0.00kl 0.00kl 1.27kl

大城児童保育所 1.70kl 0.00kl 0.00kl 0.00kl 1.70kl

御笠の森児童保育所 1.10kl 0.00kl 0.00kl 0.00kl 1.10kl

ファミリー交流センター 2.21kl 0.00kl 0.02kl 0.00kl 2.23kl

障がい者地域活動支援センター 6.63kl 0.04kl 0.00kl 0.00kl 6.66kl

南コミュニティセンター 65.07kl 0.00kl 0.25kl 0.00kl 65.33kl

中央コミュニティセンター 44.18kl 17.46kl 0.00kl 0.24kl 61.87kl

北コミュニティセンター 

（プールを除く） 
69.35kl 0.00kl 0.13kl 0.00kl 69.48kl

東コミュニティセンター 37.85kl 15.72kl 0.00kl 0.00kl 53.57kl

各分団消防車庫 0.37kl 0.00kl 0.00kl 0.00kl 0.37kl

錦町駐輪場 5.78kl 0.00kl 0.00kl 0.00kl 5.78kl

JR大野城駅エレベーター 2.42kl 0.00kl 0.00kl 0.00kl 2.42kl

農業用ポンプ（14ヵ所） 93.51kl 0.00kl 0.00kl 0.00kl 93.51kl

市内各公園 73.52kl 0.00kl 0.00kl 0.00kl 73.52kl

仲畑国有地 0.02kl 0.00kl 0.00kl 0.00kl 0.02kl

大野城まどかぴあ 

（立体駐車場含む） 
350.40kl 67.95kl 0.00kl 0.00kl 418.35kl

大野城いこいの森 

（キャンプ場・中央公園・水辺公園） 
29.04kl 0.00kl 0.00kl 0.00kl 29.04kl

大野城市いこいの里 99.19kl 0.00kl 0.04kl 0.00kl 99.23kl

高齢者生きがい創造センター 14.07kl 0.00kl 0.11kl 0.00kl 14.17kl

南デイサービスセンター 19.27kl 0.00kl 1.91kl 7.24kl 28.42kl

中央デイサービスセンター 14.83kl 0.00kl 12.75kl 0.00kl 27.58kl

北デイサービスセンター 37.33kl 0.00kl 2.35kl 0.00kl 39.68kl

トラスト協会事務所 2.07kl 0.00kl 0.01kl 0.09kl 2.17kl

公民館（26ヵ所）・集会所（4ヵ所） 

老人いこいの家（26ヵ所） 
143.82kl 1.64kl 8.18kl 0.07kl 153.71kl

市長部局合計 1,490.61kl 149.54kl 32.97kl 35.61kl 1,708.73kl
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◆教育委員会 

施設名 電気 都市ガス LPガス 灯油 合計 

大野小学校 68.13kl 0.00kl 1.99kl 0.11kl 70.23kl

大野北小学校 66.04kl 0.00kl 4.50kl 9.64kl 80.18kl

大野東小学校 55.39kl 0.00kl 3.19kl 0.00kl 58.58kl

大野南小学校 39.89kl 0.00kl 1.42kl 2.81kl 44.13kl

大利小学校 57.36kl 0.00kl 1.78kl 2.44kl 61.57kl

平野小学校 36.97kl 0.00kl 0.76kl 6.45kl 44.19kl

大城小学校 32.30kl 0.00kl 0.98kl 6.42kl 39.70kl

下大利小学校 31.31kl 0.00kl 0.48kl 9.29kl 41.09kl

御笠の森小学校 52.38kl 0.00kl 0.50kl 19.79kl 72.67kl

月の浦小学校 44.18kl 0.00kl 2.30kl 0.52kl 46.99kl

大野中学校 43.58kl 0.00kl 0.01kl 2.18kl 45.78kl

大野東中学校 45.07kl 0.00kl 0.03kl 0.00kl 45.10kl

大利中学校 44.60kl 0.00kl 0.04kl 0.07kl 44.71kl

平野中学校 71.99kl 0.00kl 0.09kl 0.76kl 72.83kl

御陵中学校 41.62kl 0.00kl 3.13kl 0.19kl 44.94kl

ふるさと水城跡公園 0.01kl 0.00kl 0.00kl 0.00kl 0.01kl

平野中学校分離校用地 

一時利用施設 
0.00kl 0.00kl 0.00kl 0.00kl 0.00kl

北市民プール 6.45kl 0.00kl 0.00kl 0.00kl 6.45kl

学校夜間照明 20.69kl 0.00kl 0.00kl 0.00kl 20.69kl

赤坂テニスコート 3.63kl 0.00kl 0.01kl 0.00kl 3.64kl

旭ヶ丘テニスコート 6.55kl 0.00kl 0.01kl 0.00kl 6.56kl

まどかパーク 100.64kl 0.00kl 0.17kl 0.00kl 100.81kl

教育委員会小計 868.78kl 0.00kl 21.40kl 60.67kl 950.85kl

 

 

◆上下水道局 

施設名 電気 都市ガス LPガス 灯油 合計 

瓦田浄水場 814.11kl 0.00kl 0.03kl 0.00kl 814.14kl

牛頸浄水場 123.63kl 0.00kl 0.02kl 0.00kl 123.66kl

その他上下水道関連施設 259.39kl 0.00kl 0.00kl 0.00kl 259.39kl

上下水道局小計 1,197.13kl 0.00kl 0.06kl 0.00kl 1,197.19kl

 

【平成24年度環境政策審議会における答申①】 

 ◇公共施設エネルギー消費量を細分化することで、効果的に削減できるエネルギーを分析された 

 い。 

平成24年度の年次報告書より、エネルギー別の消費量を施設ごとに記載している。エネルギー

別の消費量を分析すると、電気の使用によるものが多いため、近年は節電に特化した目標（まどか

エコ・オフィスプラン実施目標）を毎年度設定し、公共施設の省エネルギー化に努めている。 
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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）重要施策の進捗状況 

 

● 家電リサイクル法に基づき、エアコンや冷蔵庫などの対象品目については、販売店に引き取り

を依頼するか、近くの電気店に相談してもらうよう指導を行いました。 

  

● 市有林については保安林整備事業、個人有林については荒廃森林再生事業により、間伐等

の整備を行い、二酸化炭素の吸収源となる森林整備に努めました。 

また、間伐材で、もみじの森の遊歩道に階段を設置しました。 

さらに、まちの緑化を推進するため、みどりの広場では、菊花やモデル庭園の展示、花苗や

植木の販売、ガーデニング教室、木工細工体験など家庭で楽しめる催しが開かれました。来場

者に花の苗を配布し、各家庭での緑化を促しました。さらに、（財）おおのじょう緑のトラスト協会

によって、ドングリクラフトやウッドクラフトを実施し、間伐材を使ったキーホルダーや竹トンボ作成

などの体験コーナーが実施されました。 

また、市内の公園の剪定木をチップ化して肥料にし、併せて市民へのＰＲ活動としてみどりの

広場で配布しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

● 市庁舎でのコピー用紙使用量については、裏紙を使用する等して削減に努めましたが、前年

度よりも増加し、2,327箱（1箱2,500枚）となっており、目標値と比較しても約500箱多い状況にあ

ります。このことから、今後は、削減ができるよう取組の強化を図っていきます。 

 

（3）目標に対する進捗状況 

 

 

 

 

表 2-20 地球環境の保全に関する目標 

目標指標 
基準値 

（基準年度） 
平成 23 年度 平成 24 年度

目標値 

（目標年度） 

達成状況

評価 

市庁舎でのコピー 

用紙使用量 

1,944 箱 

（平成 21 年度） 
2,246 箱 2,327 箱 

1,750 箱 

（平成 32 年度） 
× 

資料：管財課 

間伐材を使用した階段 みどりの広場（トラスト協会）
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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 

（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）重要施策の進捗状況 

 

● 春日大野城リサイクルプラザに持ち込まれた不用

家具や不用自転車等、まだ使えるものを修理・再

生してリサイクル展示会（年6回）を開催し、抽選の

上、当選者に譲りました。 

また、各コミュニティで開催しているれくスポ祭等

においても、リサイクル意識の啓発を目的にリサイク

ル自転車抽選会を開き、当選者に譲りました。 

平成22年３月に改定した大野城市一般廃棄物処

理基本計画に基づき、資源循環型社会の構築に

向けた取り組みとして、廃棄物の発生抑制や再使

用、再生利用に重点を置いた事業を積極的に展開

しております。事業所から排出される多くの古紙類が可燃ごみとして排出されている実態や古紙

等の戸別回収の要望等を踏まえ、市内の古紙回収業者の協力を得て、北・東地区を平成19年

10月から毎月3回目の水曜日に、中央・南地区を平成20年2月から毎月4回目の水曜日に戸別

回収を開始しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：廃棄物・最終処分場対策課

図3-1　ごみ（不燃物）の搬入量及び世帯数
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38,961

38,548

1,400
1,450

1,500
1,550

1,600
1,650

1,700

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

単位：世帯
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搬入量 処理世帯数

 

表 3-1 資源ごみの分別（種類 5 分別） 

ビン・缶 

その他の燃えないごみ 

ペットボトル・白色トレー 

粗大ごみ 

有害ごみ（蛍光管・乾電池） 

※資源ごみは 5 分別で回収し、春日大

野城リサイクルプラザで、さらに細かな

選別を行い、再生資源にしている。 

資料：廃棄物・最終処分場対策課 

表 3-2 ごみ（不燃物）の搬入量及び処理量の状況 （単位：t）

処理量 
  

処理 

世帯数 
搬入量 

再資源化 埋立て 計 

平成 20 年度 38,548 1,663 1,255 408 1,663

平成 21 年度 38,961 1,621 1,227 394 1,621

平成 22 年度 39,490 1,564 1,177 387 1,564

平成 23 年度 39,849 1,516 1,128 388 1,516

平成 24 年度 40,578 1,507 1,111 396 1,507

※処理世帯数は 10 月 1 日現在 

資料：廃棄物・最終処分場対策課 
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資料：廃棄物・最終処分場対策課

図3-2　ごみ（可燃物）の搬入量及び世帯数
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● 緑資源のリサイクル促進のため、大野城環境処理センターでの剪定枝・廃木材等の処理手数

料を7月1日より140円から110円に変更しました。前年度に比べ、搬入量が80.78t（12.47%）増え

ました。 

 

● 全世帯及び転入者にごみの正しい出し方（リーフレット）を配布しごみの分別の徹底と3Rの推

進を図りました。 

 

● 古紙等のリサイクル回収のため、古紙等回収倉庫貸与事業、古紙等資源再利用事業奨励金

交付事業を継続的に行っています。 

資料：廃棄物・最終処分場対策課

図3-3　古紙等資源再利用事業奨励金交付事業の状況
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表 3-3 ごみ（可燃物）の搬入量及び処理量の状況 （単位：t） 

処理量 
  処理世帯数 搬入量 

焼却量 埋立て量 

平成 20 年度 38,548 26,572 26,124 3,473 

平成 21 年度 38,961 25,861 25,433 3,391 

平成 22 年度 39,490 26,328 25,812 3,380 

平成 23 年度 39,849 26,419 25,771 3,319 

平成 24 年度 40,578 26,030 25,302 3,288 

※処理世帯数は 10 月 1 日現在  

資料：廃棄物・最終処分場対策課 
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● 家庭用のごみの減量のために、生ごみ処理機、処理容器や促進剤などの用具購入費補助事

業などに加え、平成20年4月からダンボールコンポストセット及び基材購入費補助事業を開始し

ました。さらに、「ダンボール箱を使用した生ごみ堆肥化」の実演研修会を開催するとともに、出

前講座ではごみの分別とリサイクルについての市民意識の啓発を行うなど、ごみの減量化に努

めました。生涯学習フェスティバルにおいては、生ごみリサイクル講習会（半農都会人講座）及

びリサイクルに関する展示会を行いました。なお、大野城環境処理センター周辺地域住民の健

康保持及び生活環境の保全を図るため、環境保全委員会を2回開催しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 平成22年度から、ごみ減量・資源リサイクルに積極的かつ先進的な取り組みを行う事業所を

「大野城市ごみ減量・リサイクル優良事業所」として認定する制度を開始しましたが、平成23年

度からは、将来的に認定の対象となる事業所を増やすため、認定制度を補完するものとして

「大野城市ごみ減量・リサイクル推進事業所」の登録制度を開始しました。また、多くの事業所が、

本事業に取り組めるよう、平成24年度に認定及び登録基準を見直しました。そのほか市役所の

様々な業務においても再生物品や再利用可能な物品・容器（文房具・建設資材等）の購入・利

用を促進しました。なお、春日大野城リサイクルプラザの周辺地域の公害防止対策として、環境

監視委員会を2回開催し、施設の管理運営状況や環境調査結果の報告を行い周辺地域の環

境の保全に努めました。 

表 3-4 生ごみ処理機購入費補助事業の状況 

  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

補助件数（基数） 22 29 13 6 13 

補助金額（千円） 432 556 260 110 260 

資料：廃棄物・最終処分場対策課  

表 3-5 生ごみ処理容器購入費補助事業の状況 

  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

補助件数（基数） 35 20 12 7 7 

補助金額（千円） 65 40 24 15 13 

資料：廃棄物・最終処分場対策課 

表 3-6 生ごみ堆肥化促進剤購入費補助事業の状況 

  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

補助件数（個数） 92 69 34 30 46 

補助金額（千円） 23 17 10 9 11 

資料：廃棄物・最終処分場対策課 

表 3-7 ダンボールコンポスト購入費補助事業の状況 

 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 

補助件数（個数） 80 96 48 36 

補助金額（千円） 72 95 48 35 

資料：廃棄物・最終処分場対策課 

表 3-8 ダンボールコンポスト基材購入費補助事業の状況 

  平成 21 年度 平成 22 度 平成 23 度 平成 24 年度 

補助件数（個数） 505 519 550 535 

補助金額（千円） 74 76 80 78 

資料：廃棄物・最終処分場対策課 
ダンボールコンポスト
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● 山間部、河川、林道、林地内等に不

法投棄された廃棄物については、回

収し適切に処理をしました。市有林管

理員などの巡視のほか、森林を散策さ

れる市民からも情報を得ながら対策の

強化を図りました。市街地については、

安全安心課を中心として毎月第2・第4

金曜日に、夜間防犯パトロールを実施

しました。  

さらに、福岡県が行っている産廃処理重点監 

視事業において、パトロールを実施しました。 

    また、放置自動車は筑紫野警察署に照会後、   

所有者判明分は筑紫野警察署より所有者に連 

絡し、撤去を指導、所有者が判明しなかった分 

は市が撤去しました。 

市内の自転車等置場の放置自転車撤去は年 

3回行い、筑紫野警察署に所有者を照会後、判 

明した分は通知をして返還しました。しかし、所 

有者が判明しなかった分及び取りに来なかった 

分は、春日大野城リサイクルプラザにて処理しま 

した。 

路上の放置自転車は移動要請シールを貼って 

も所有者が移動させなかった分について、自転 

車等置場の放置自転車と同様の処理をしました。 

 

表 3-11 撤去した放置自転車 
（単位：台）

区 分 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

自転車等置場 

撤去分（台） 
656 614 825 468 675 

路上撤去分（台） 322 296 281 110 163 

資料：建設管理課  

 

（3）目標に対する進捗状況 

表3-9 

不法投棄処理量（山間部－市処理分） （単位：㎏）

 可燃物 不燃物 計 

平成20年度 4,150 1,620 5,770 

平成21年度 2,090 730 2,820 

平成22年度 1,950 950 2,850 

平成23年度 1,090 500 1,590 

平成24年度 880 660 1,540 

資料：環境課 

表 3-10 撤去した放置自動車 （単位：台）

区 分 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

警察照会分（台） 1 2 3 4 1 

市撤去分（台） 0 0 4 1 1 

資料：建設管理課  

表 3-12 地球環境の保全に関する目標 

目標指標 
基準値 

（基準年度） 

平成 24 年度

現在 

目標値 

（目標年度） 
達成状況評価

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） 
0 項目 

4 項目 

（平成 32 年度） 
△ 

優良事業所認定数 
0 件 

（平成 21 年度） 
50 件 

30 件 

（平成 32 年度） 
◎ 

資料：環境課 

※優良事業所認定制度ついては、２年更新。 

放置自転車 

警告シール
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【平成24年度環境政策審議会における答申②】 

◇ 優良事業所認定数について、認定率が検証できるようその母数を明示されたい。 

優良事業所認定制度は、２年更新である。また、制度の周知については、職員が年間1,000
件程度の事業所を訪問することによって行っている。したがって、2年間で訪問する延べ2,000
事業所を母数とした場合、約2.5%の事業者が優良事業所として認定を受けていることになる。 
なお、本市の事業所数は、3,829 事業所（平成 24 年度現在）となっている。 

（参考）推進事業所数の数は 32 件（平成 24 年度現在） 
 

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・啓発を行なうとともに、問題の早期対 

応に努めます。 

 

（2）重要施策の進捗状況 

 

● ダイオキシン等の有害物質の発生を防ぐとともに、ばい煙・悪臭による周辺地域への被害を防

止するため、ごみの野外焼却処理を自粛するよう市民に指導しました。また、大気調査につい

ては、4年に1回実施しており、平成22年度に調査しています。 

ばい煙・・・野外焼却が主な原因でした。野外焼却については、通報・パトロール等で発見後、

現地にて発生者に対して指導を行い解決しました。 

悪 臭・・・側溝、事業所等からの発生が主な原因でした。悪臭については、その発生源の改修

を指導しました。 

表 3-14 ダイオキシン類大気調査の結果 （単位：pg-TEQ/㎥）

調査年度 平成 22 年度 

測定場所 
月の浦 

近隣公園 

南ヶ丘１区 

公民館 
東大利 乙金台 畑詰 

測定値 0.0058 0.0100 0.0068 0.0093 0.0210 

※環境基準値：0.6pg-TEQ/㎥以下 

※単位の pg（ピコグラム）は 1 兆分の 1g、TEQ は毒性等価量で、ダイオキシン類の毒性を最も毒性が

強い 2,3,7,8-TCDD（四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン）の毒性に換算して表したもの。 

資料：環境課 

 

● 騒音や振動については発生 

原因者に、近隣に配慮して迷 

惑にならないよう指導し解決し 

ました。 

騒 音・・・事業所からの作業音 

表 3-13 大気汚染・悪臭に関する苦情の状況 （単位：件）

  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

38 31 24 18 40 
ばい煙等 

（38） （31） （24） （18） （40） 
大
気
汚
染粉じんガス 0 0 0 0 0 

10 8 8 7 5 
悪臭 

（10） （8） （8） （7） （4） 

※下段（ ）内数字は解決件数 

資料：環境課 

表 3-15 騒音に関する苦情の状況 （単位：件）

  
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

13 15 16 14 14 苦情

件数 （13） （15） （15） （14） （14） 

※下段（ ）内数字は解決件数 

資料：環境課 
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住宅の建築工事・解体工事等が主な原因でした。発生原因者に対して騒音の抑制

を指導するが、やむを得ない発生原因については、近隣住民に説明をして理解を

得るようにしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 航空機騒音に対しては、国において実施される民家防音工 

事を促進しました。 

 

 

 

 

 

 

表 3-17 民家防音工事及び空調機器機能回復工事補助 

  単位 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

件数 件 233 289 215 234 217 

補助費 

（市負担分） 
千円 2,127 529 1,037 1,337 800 

資料：環境課  

 

表 3-18 生活保護世帯空調機器稼動費補助 

  単位 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

件数 件 178 195 187 181 166 

補助費 

（市負担分） 
千円 108 141 181 144 128 

資料：環境課  

 

表 3-19 テレビ受信障害対策補助  

  単位 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

延べ件数 件 37,054 38,845 36,043 33,366 31,384 

補助費 

（市負担分） 
千円 3,031 2,901 2,690 2,533 1,869 

資料：環境課  

 

表 3-20 機能回復工事住民負担額補助  

  単位 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

件数 件 99 61 41 15 25 

補助費 

（市負担分） 
千円 1,456 505 466 164 209 

資料：環境課 

● 大野城市が実施したダイオキシン類土壌調査では、土壌汚染の実態はありませんでした。 

 

 

表 3-16 振動に関する苦情の状況 （単位：件）

  
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

2 2 1 0 1 苦情

件数 （2） （2） （1） （0） （1） 

※下段（ ）内数字は解決件数 

資料：環境課 

頭上近くを飛ぶ飛行機
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表 3-21 ダイオキシン類土壌調査の結果 (単位：pg-TEQ/g)

測定場所 仲島公園 巡町公園 
白木原 

児童の遊び場

南ヶ丘 

中央公園 

月の浦 

近隣公園 

調査値 0.12 2.8 0.095 0.049 0.41 

※環境基準値：1,000pg-TEQ/g 以下 

※平成 25 年度調査値（次回調査は平成 29 年度予定） 

※単位の pg（ピコグラム）は 1 兆分の 1g、TEQ は毒性等価量で、ダイオキシン類の毒性を最も毒性が

強い 2,3,7,8-TCDD（四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン）の毒性に換算して表したもの。 

資料：環境課  

● 河川の水質は下水道の普及に伴っ 

て向上しており、全ての地点で環境 

基準を達成しています。今後も、環 

境基準の達成・維持を目標に、多様 

な生物が生息できる河川となるよう継  

続して努力していきます。 

本市では、下水道に生ごみを直接排 

出する、ディスポーザ単体の使用は認 

めていませんが、生ごみを直接排出す 

ることのない一定の基準を満たすディ 

スポーザ排水処理システムは、設置す 

ることを認めています。ただし、設置に 

あたり、料金施設課への事前の届出を 

必要としており、適切な維持管理を義務づけています。また、地下水の涵養や雨水利用を推進

し地盤沈下の防止に努めました。 

その他、公共下水道の普及(水洗化)促進に努めました。 

 

表 3-22 河川の水質の状況  （単位：㎎/ℓ）

  
御笠川 

（水城橋下流） 

牛頸川 

（平田井堰下流）

川久保川 

（御笠川合流点）

御笠川 

（梅林井堰下流）

BOD 値 4.0 3.3 4.1 3.9 

※環境基準値：3 ㎎/ℓ以下  

※平成 24 年度調査値（次回調査は平成 28 年度予定） 

※BOD とは生物化学的酸素要求量の略。微生物が有機物（汚れの原因）を分解するのに使

われた酸素の量のことで、有機物による水の汚れを示す代表的な指標。BOD 値が高いほ

ど、微生物によって多くの酸素が消費されたこととなり、水中に有機物が多く含まれている

汚れた水と判断される。 

資料：環境課  

牛頸川（平野川との合流地点）
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● 道路等に関しては車道及び歩道の舗装の構造の基準に関する政令に基づき、安全面等のた

めに透水性舗装を行なっていますが、これは、雨水を地下に浸透させることから、地下水涵養

にもつながります。 

 

   

● 都市景観の阻害要因となっている違反広告物について、市並びに「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（ボランティア）により、路上違反広告物の簡易除去を行っ

ています。また、平成22年12月には警察や交通安全協会と共同で、消防団の協力を得て、夜

間の不法駐車のパトロールを実施しました。 

   市内のJR及び西鉄の駅（春日原駅含む）の周辺には駐輪場が整備されています。（第2章1（2）

参照）。平成20年10月に都市計画決定された下大利駅東自転車駐車場についても今後整備を

進めていきます。 

 

表 3-23 公共下水道の整備状況  

 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

行政区域内人口

（人） 
94,886 95,599 96,220 96,578 98,237

処理区域内人口

（人） 
94,742 95,506 96,150 96,504 98,173 

人口普及率（％） 99.8 99.9 99.9 99.9 99.9

水 洗 化 済 人 口

（人） 
93,913 94,816 95,460 95,814 97,670

水洗化戸数（戸） 37,749 38,389 38,949 39,318 40,574

水洗化率（％） 99.1 99.3 99.3 99.3 99.5

計画面積（ha） 1,501 1,501 1,501 1,501 1,501

処理区域内面積

（ha） 
1,372 1,372 1,394 1,403 1,407

面積整備率（％） 91.4 91.4 92.9 93.5 93.7

有収水量（㎥） 8,804,751 8,867,168 8,918,190 8,837,456 8,893,887

管渠総延長（m） 312,714 314,755 315,950 316,947 318,530

資料：企業総務課 

表 3-24 透水性舗装面積 （単位：㎡）

  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

建設管理課所管 2,664 954 810 1,710 700

街路課所管 2,070 1,936 1,179 720 2,020

合計 4,734 2,890 1,989 2,430 2,720

資料：建設管理課・公園街路課  

表3-25 除却した違反広告物  (単位：枚) 

 はり紙 はり札 立看板 合計 

平成20年度 4,874 10,466 2,178 17,518 

平成21年度 5,275 3,743 645 9,663 

平成22年度 3,791 2,954 189 6,934 

平成23年度 3,402 1,607 61 5,070 

平成24年度 2,305 1,424 16 3,745 

資料：建設管理課 
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また、地区の環境悪化を防止することなどを目的に、本市13地区171.2haにおいて地区計画

を定めており、良好な地区環境が保持されるものと考えています。（地区計画内において、建築

行為等を行う場合は、それらの行為に着手する30日前までに市長に対して届出が必要であり、

地区計画の内容に適合するよう指導を行います。）平成22年度は141件の届出がありました。 

さらに、街路樹や街路灯などの道路施設にも充分に配慮し景観の向上に努めました。 

 

● 「大野城市あき地の環境保全に関する条例」  

に基づいた適切な指導を行いました。 

民家が隣接するあき地(宅地・宅地に順ずる土地)

の雑草除去については、所有者に対して雑草除

去を行うよう通知・指導を行いました。 

 

 

（3）目標に対する進捗状況 

● 快適な生活環境を創るために、平成24年3月に大野城市迷惑行為のない快適な生活環境の確

保に関する条例を制定しました。この条例により、市、市民、事業者の責務を明らかにし、推進

することで、一人ひとりが周囲に対して配慮するようなモラルの向上を図ります。 
  また、今後は、本条例に基づいて、基本計画を策定していきます。 

表3-26 あき地雑草除去指導状況 (単位：件)

 指導 完了 未完了 

平成20年度 210 172 38 

平成21年度 227 208 19 

平成22年度 175 172 3 

平成23年度 185 183 2 

平成24年度 176 170 6 

資料：環境課 

空き地の雑草

資料：建設管理課

図3-4　除去した違反広告物の内訳
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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、まちづくりの一部として、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）重要施策の進捗状況 

 

● 「大野城市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実施しまし

た。 

 

 

 

 

 

 

     

 

● 公園再整備事業については、ワークショップを行なうなどして市民の意見を取り入れ、樹木な

どによる緑化を推進しました。平成24年度までに8箇所の工事が完了しています。 

 

 

● 市民が主体となったみどりの広場では、菊花 

やモデル庭園の展示、花苗や植木の販売、ガー 

デニング教室、木工細工体験など家庭で楽しめる 

催しが開かれました。また、来場者に花の苗を配 

布し、各家庭での緑化を促しました。 

さらに、花いっぱい運動を行い、緑化の大切さ  

を啓発しました。 

 

 

表 3-27 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） 
平成 23 年度 平成 24 年度

目標値 

（目標年度） 

達成

状況

評価

水洗化率 
99.3％ 

（平成 21 年度）
99.3％ 99.5％ 

100％ 

（平成 32 年度） 
○ 

大野城市迷惑行為のな

い快適な生活環境の確

保に関する条例 

未制定 

（平成 21 年度）
制定 － 

制定 

（平成 23 年度） 
◎ 

資料：企業総務課・環境課 

表 3-28 都市緑化の状況（累計値）  (単位：件)

区 分 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

緑化協定 653 662 666 671 680 

保存樹木 46 46 47 48 46 

保存樹林 10 10 10 10 9 

資料：都市計画課、公園街路課 

表 3-29 花いっぱい運動 (単位：本)

区 分 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

配布苗数（春季） 59,600 60,000 60,880 61,080 46,480 

配布苗数（秋季） 60,000 60,400 60,880 61,080 46,480 

資料：公園街路課  

「花いっぱい運動」で植えられた花
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（3）目標に対する進捗状況 

 

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）重要施策の進捗状況 

  

● 市民が農作物作りを体験する場として、市民農   

園を開設し、農業や食料に対しての理解や興味 

を深め、地産地消及び食育の推進を図りました。  

仲畑農園は、国有地を有効活用した本市の食

育推進計画に基づく「地産地消」と「食育運動」の

推進拠点としている学童農園で、平成21年2月に

整備が完了しました。 

食育推進計画に掲げる社会性を育む取組（食

育イベント）として、生産者の顔が見える身近な土

地で育った農産物を食べることや、生産者との交流、農作業の体験を通して、地域の農業への

関心を育てることを目的に、「親子によるじゃがいも収穫・作付けの農業体験」を実施しました。 

この食育イベントに、広報による呼びかけに応じた親子の参加がありました。 

・平成 24 年 6 月 10 日（日）参加総数 26 名 収穫作業 

・平成 25 年 2 月 5 日（日）参加総数 36 名 作付け作業 

この2回の親子による農業体験では、収穫・作付け作業の指導などに仲畑農園の維持管理を

委託している農業女性グループ「ベジタブル山田（古賀クミコ会長）」にご協力いただきました。  

このイベントを通し親子のふれあいや収穫の喜びを感じることができたなどと好評を得ており、

今後はこの食育イベントを継続的に実施していきたいと考えています。 

 

● 食育月間の取り組みとして、6月19日から29 

日までの6日間、JA筑紫農産物直売所「ゆめ 

畑大野城店」を通して、農業女性グループの 

会員農家及び仲畑農園で収穫された農産物 

2品目（じゃがいも・たまねぎ）が市内小学校全 

校の給食用食材として供給されました。地元産 

のじゃがいも・たまねぎは、じゃがいものソテー 

や八宝菜等の献立メニューに使われ、各小学 

校の児童から好評を得ています。 

表 3-30 公園の状況 

  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 

箇所数 136 136 142 141 144 

面積（㎡） 1,202,427 1,202,838 1,227,171 1,223,856 1,229,849 

※各年 3 月 31 日現在 

資料：公園街路課  

表 3-31 都市の緑化推進に関する目標 

目標指標 
基準値 

（基準年度） 
平成 23 年度 平成 24 年度

目標値 

（目標年度） 

達成状況

評価 

公園再整備事業 

実施箇所数 

5 ヶ所 

（平成 21 年度） 
6 箇所 8 箇所 

15 箇所 

（平成 32 年度） 
○ 

資料：公園街路課 

牛頸川周辺の田園

仲畑農園 

（親子によるじゃがいも収穫・作付の農業体験）
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● ＪA筑紫農産物直売所「ゆめ畑大野城店」への地元農産物の出荷量と出荷農家の規模拡大を

図るため、平成22年度から対象農家への支援策として「大野城市農業特別対策事業（農産物

直売所出荷支援事業）」を実施しています。これは、出荷額の手数料に対して補助金を交付し、

対象農家の負担を軽減するものです。 

    また、商品性の高い米作りの推進と農家のコスト低減のため、水稲種子の購入費用に対しても

補助金を交付しています。 

 

（3）目標に対する進捗状況 

 

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）重要施策の進捗状況 

● 文化財の保存・活用などについて定めた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、国指定の特別史跡である「水城跡」「大野城跡」史跡である「牛頸須恵器 

窯跡」の草刈り等を行いました。 

また、小中学生や市民を対象に生涯学習まちづくり出前講座において郷土の歴史・文化に

ついての講義を行い、史跡めぐりなどを実施しました。さらに、歴史資料展示室で実施している

ふれあい歴史体験では、勾玉やしめ縄を作ったり、昔の遊びを体験したり、歴史や文化に触れ

合うことを重視した企画を行いました。 

 

● 水城跡の用地を1,702.56㎡取得し、水城跡整備事業推進協議会と連携をとりながら、損傷箇

所などの環境整備に努めました。また、福岡県太宰府市と協同で「特別史跡水城跡整備基本

計画」を策定中です。 

表 3-32 耕地面積の状況 （単位：ha）

区分 平成 2１年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 23 年度 平成 24 年度

田 53.0 52.0 52.7 52.7 51.4

畑 17.0 17.0 14.0 14.0 13.5

樹園地 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

耕地総面積 70.0 69.0 66.7 66.7 64.9

※各年 2 月 1 日現在 

資料：産業振興課 

表 3-33 地元産物の消費に関する目標 

目標指標 
基準値 

（基準年度） 
平成 23 年度 平成 24 年度

目標値 

（目標年度） 

達成状況

評価 

市民農園と 

学童農園の数 

24 ヶ所 

（平成 21 年度） 
24 ヶ所 21 ヶ所 

28 箇所 

（平成 32 年度） 
× 

資料：産業振興課 

表 3-34 平成 24 年度生涯学習まちづくり出前講座内容及び開催状況（3） 

講座名 サブタイトル 回数 参加人数（延べ）

むかしのくらし講座 昔のくらしの知恵を知ろう、体験してみよう 2 98 

大野城市の歴史探訪 歩いて触れよう！大野城市の歴史 11 843 

大野城市今昔物語 もっと、郷土の歴史を知ろう！ 6 447 

古代人体験講座 探ってみよう！先人の知恵 14 738 

歴史資料展示室の見学 あけてみよう！歴史のとびら 8 554 

資料：文化学習課  
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● 平成23年度に史跡牛頸須恵器窯跡 

の保存・管理の方針を定めた「史跡牛 

頸須恵器窯跡保存管理計画書」を策 

定しました。平成24、25年度で「牛頸須 

恵器窯跡整備活用計画」を策定中です。 

 

 

 

 

 

（3）目標に対する進捗状況 

 

表 3-35 歴史との共生に関する目標 

目標指標 
基準値 

（基準年度） 
平成 23 年度 平成 24 年度

目標値 

（目標年度） 

達成状況

評価 

水城跡用地 

買い取り状況 

76.9％ 

（平成 21 年度）
77.8％ 96.7％ 

80％ 

（平成 32 年度） 
◎ 

（仮称）牛頸須恵器窯 

跡保存管理計画策定 

未策定 

（平成 21 年度）
策定 － 

策定 

（平成 23 年度） 
◎ 

資料：ふるさと文化財課 

牛頸須恵器窯跡 

梅頭窯跡覆屋 
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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なわれるように支援や相互協 

力を図ります。 

 

（2）重要施策の進捗状況 

 

● 第1節4に記載してあるとおり、㈶おおのじょう緑のトラスト協会を支援し、市民活動の活発化を

図りました。 

 

● 第1節3に記載してあるとおり、牛頸ホタル部会の支援を継続し、ホタルの保全・繁殖に努めま

した。 

 

● 御笠川・牛頸川・平野川フェスタについては、チラシを作成し、各区に配布するなどしてPR活

動に努め、平成24年度は、502人の参加人数となりました。例年、多くの幅広い年齢の市民が参

加し、年々地域活動としての事業内容も充実してきています。今後も実行委員会と協働で参加

者の増加を図ります。 

 

● 市の「クリーンシティおおのじょう」の呼びか 

けにより、行政区単位で春と秋の2回継続的 

な環境美化活動が行われています。市は、 

このような環境美化活動に対し、ごみ袋の配 

布や回収を行うなど、環境美化活動を支援 

しました。 

 

 

● 花いっぱい運動については、市の花であるキキョウの花苗を配付しました。このキキョウは、牛

頸山に自生するキキョウの種から育てました。また、第2節4で記載したとおり、みどりの広場

で花の苗を配付し、各家庭への普及に努めました。 

 

● こどもの環境に対する関心を高めるため、こどもエコクラブの窓口やイベント時にチラシを配架

するなどしてＰＲ活動を行っていますが、登録団体数は未だ1団体に留まっています。今後は現

在以上にこどもエコクラブのPRに努めます。 

 

  ● 市の職員に対し、電子掲示板により、㈶おおのじょう緑のトラスト協会が行なっている森林整

備活動などの各種イベントへの参加を呼び掛けました。参加者は決して多いとは言えませんが、

今後も参加について積極的に呼びかけ、参加者の増加を図ります。 

 

（3）目標に対する進捗状況 

表 4-1 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） 
平成 23 年度 平成 24 年度

目標値 

（目標年度） 

達成状況

評価 

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）
雨天中止 502 人 

600 人 

（平成 32 年度） 
○ 

こどもエコクラブの 

登録団体数 

1 団体 

（平成 21 年度）
1 団体 1 団体 

5 団体 

（平成 32 年度） 
△ 

資料：環境課 

クリーンシティおおのじょう 
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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）重要施策の進捗状況 

 

● 出前講座については、内容の見直しを行なうことでよりわかりやすいように工夫し、環境保全

意識の浸透を図りました。 

 

  ● 6月の環境月間に併せて生物多様性の意味や重要性と㈶おおのじょう緑のトラスト協会につ

いての記事を掲載し、12月の地球温暖化防止月間には、地球温暖化の現状や対策について

の記事を掲載しました。これにより、市民啓発・意識向上を図りました。 

   

  ● 第2節1で記載したまどかフェスティバルについては、地球温暖化防止やごみ減量に関するパ

ネルを展示し、市民意識の向上と啓発に努めました。 

 

  

 

 

 

 

 

 
 ● こどもに対する環境教育を推進するため、学校では出前講座を行ないました。また、こどもエコ 

   クラブの登録団体であるイオン大野城チアーズクラブのメンバーには、レンタルエコバック事業に 

参加してもらいました。今後も将来を担うこども達の環境教育の推進に努めます。 

 

（3）目標に対する進捗状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 5-1 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） 
平成 23 年度 平成 24 年度

目標値 

（目標年度） 

達成状況

評価 

出前講座実施回数 

（環境関連講座） 

74 回 

（平成 21 年度）
76 回 51 回 

100 回 

（平成 32 年度） 
× 

資料：関係各課 

生ごみリサイクル展地球を守ろう展 
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2．環境基本計画年次報告書の作成 

（1）基本方針 

   年次報告書を作成することにより、事業や計画の見直しを行なうため、より多くの人の意見を反 

映します。 

 

（2）基本事項 

 

    環境基本計画に基づいて実施した事業について取りまとめ、年次報告書を作成し、市民の意

見を聴取しました。また、これを環境政策審議会に諮問し、指摘事項等を修正し、完成した年次

報告書を市民に公表しました。今後は、環境政策審議会の中で出た課題や意見を次年度以降

の施策に反映させます。 

 

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 

 

本市では、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ています。作成し 

た年次報告書を環境政策審議会で審議しました。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

【平成24年度環境政策審議会における答申③】 

 ◇すでに目標を達成している項目については、実行計画などによる中間目標の設定を検討された

い。 

   すでに目標を達成している項目については、環境基本計画の中間見直しの際に新たな目標を

設定することとしたい。 

 

【平成24年度環境政策審議会における答申④】 

 ◇目標に対して進捗がない項目については、実行計画などによる中間目標を検討されたい。 

   実行計画を策定しているものについては、その中で目標について定めているが、実行計画等が

ない目標については、環境基本計画の中間見直しの際に、中間目標を設定することとしたい。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境政策審議会
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