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１．日 時    平成 25 年 2 月 22 日（金） 9時 40 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】 

  大野城市長 井本 宗司  環境生活部長 興梠 寿徳  

事務局（環境課：和佐野課長、神崎係長、古賀主査、津田主事） 

  関係課 廃棄物対策課：團野係長、産業振興課：白水係長、安全安心課：松竹

係長、管財課：船越係長、山﨑主査、都市計画課：奥野係長、安武係

長、建設管理課：新村係長、ふるさと文化財課：平田係長、料金施設

課：長尾係長 

 

 

４．審  議    

委 員：事務局より年次報告書の概要の説明がある。その後、質問及び意見等を伺う。終 

わったら休憩を挟み、２つ目の環境基本計画（修正案）を審議する。それでは、 

事務局は説明をお願いする。 

 

審議①：平成 23 年度環境基本計画年次報告書について 

 

事務局：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 17 日（木）から 1

月 31 日（木）までの 2 週間、市民への縦覧を行なった。この間、意見書を提出

できることとなっていたが、意見の提出はなかった。それでは、平成 23 年度年

次報告書の説明に入る。 

    

～事務局による年次報告書の説明～ 

     

     委 員：今の事務局の説明及び事前に配布されていた平成 23 年度大野城市環境基本計画

年次報告書の内容に、質問や意見等あればお願いする。 

  

〈質疑・応答〉 

委 員：平成 23 年 3 月に新しい環境基本計画が完成し、今回の年次報告書がその最初の

年次報告書であるが、全体的に以前よりもわかりやすいものになっている。その

中でいくつか質問だが、まず、7 ページのトラスト協会の会員数だが、新規会員

が増加しているのに、会員数が減少しているのは何故か。次に、11 ページのエコ

ファミリーの登録世帯数だが、登録世帯数がかなり増加し、非常に良い事である。

増加の原因として何か市で行なっているのか。次に、グリーン購入法についてだ
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が、 進捗状況としてはどのようになっているのか。次に、20 ページのコピー用

紙の使用量についてだが、基準値よりも増加している原因としては何があるのか、

また、増加に対して何か対策を取っているのか伺いたい。最後の質問であるが、

21・22 ページで資源循環型社会について説明しているが、リサイクル率が載って

いないので、リサイクル率のデータがあれば教えていただきたい。数が多くなっ

たが、以上である。 

委 員：只今の質問に対して、事務局のほうで回答願う。 

事務局：まず、7 ページのトラスト協会の会員数についての質問であるが、記載のとおり

新規会員を 70 名程獲得したが、会費を納入していない会員を除外するなどした

ため、会員数が減少している。次に、11 ページのエコファミリーの登録世帯数で

あるが、毎年 11 月の上旬に開催されるまどかフェスティバルの中で地球を守ろ

う展を開催し、エコファミリーの周知に努めており、このような取り組みにより、

世帯数が増加している。 

事務局：コピー用紙の増加については、会議等が増え、資料を作成する機会が増加したこ

とと、高速のカラーコピー機を導入したため、以前は業者に発注していた資料を

庁内で作成するようになったことが要因と考えられる。 

委 員：対策は何か考えているのか。 

事務局：コピー用紙の増加について補足だが、対策としては、各課に古紙回収ボックスを

設置して、可能な場合は裏紙を使用するようにしている。また、コピー用紙は増

加しているが古紙回収量は増加していないことから、外部に渡す資料が増加して

いると思われる。次に、グリーン購入の実施状況だが、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るが、対応品が

ある場合には、それを指定して業者と契約している。 

事務局：リサイクル率については、平成 23 年度は 17.1％となっている。一般廃棄物処理

基本計画においては、平成 27 年度を目標年度とし、26％を目標に掲げている。

また、最近では古紙の集団回収量が紙の電子化により、減少している状況である

ため、リサイクル率が低くなっている。しかしながら、他のリサイクルできるご

みの回収強化に着手しており、今後も料金や規制の緩和などを行ないリサイクル

率の向上に努める。 

委 員：今の回答でよろしいか。 

委 員：今の回答で良い。最後に、１つだけ古紙の集団回収量についてだが、少子化や高

齢化により、地域での活動が行いにくくなっている状況があるのではないかと考

えられる。環境基本計画では目標値の設定はないが、一般廃棄物処理基本計画で

目標を設定しているとのことなので、リサイクル率の向上に努めて欲しい。 

委 員：他に何かあればお願いする。 

委 員：評価基準の考え方だが、平成 23 年度に目標に到達している項目があるが、それ

については、目標の見直しなどを検討しているのか。 

事務局：既に目標を達成している項目については、環境基本計画の見直しの際に、検討し

ていきたいと考えている。 

委 員：基準値から状況が良くなっていない項目については、年次計画のようなものを作 
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     成して目標を設定してはどうか。単年度が難しいのであれば、３年や５年後に中 

     間目標を設定しておいたほうが良いのではないか。 

     事務局：今後の環境基本計画の見直しの中で当然必要となってくるものだと考えるので、

検討したい。 

     委 員：年次計画のために環境基本計画を見直すとなれば大変な作業になるため、基本計

画には盛り込まず、実行計画のようなものを作成したら良いのではないか。 

     事務局：年次報告書作成の意義がＰＤＣＡサイクルのためなので、環境基本計画を見直す

まではしなくとも、内部で実行計画を作成して進めていくべきだと考える。 

     委 員：評価基準についてだが、実施や計測していない項目は「－」と記載しているが、

これの説明もどこかに記載したほうが良い。 

     事務局：了解した。 

     委 員：19 ページの表 2-19 の公共施設エネルギー消費量は、市の庁舎や小中学校などを

合わせた数値なのか。小さな項目だけで見るとガソリンが増加していたりするが、

総合的にはエネルギー消費量は減少していると考えて良いのか。 

     事務局：表 2-19 の数値の中には、市庁舎などを含む市長部局、学校を含む教育委員会、

水道局を含む公営企業分の合計を表しており、全体で見ると市のエネルギー消費

量は減少しているとの考え方で間違いない。 

     委 員：それであれば、表 2-19 の数値を各施設やエネルギーごとに細分化してみてはど

うか。これは、エネルギーの受入側の数値しか出ていないが、エネルギーをどの

ように消費しているのかを出したほうが良い。そうすれば、どのエネルギーを減

らすことが一番効率的なのかが見えてくるのではないか。 

     事務局：これは平成 23 年度の年次報告書であるが、平成 24 年の夏に電力ひっ迫による節

電が求められたため、本市の公共施設に対し、個別に目標を設定した経緯がある。

また、各公共施設で省エネ診断を実施し、省エネ改修による費用対効果などをま

とめた診断書がある。これに基づき、平成 24 年度の夏に改修計画や節電目標を

立てたところである。しかしながら、平成 23 年度には、実施していなかったた

め、平成 24 年度からは、省エネ診断の結果などを踏まえたわかりやすい資料を

作成したいと考えている。 

     委 員：他に何か質問などはないか。 

     委 員：住宅用太陽光発電システム設置費に対する補助金については、何件くらいを対象

とし、1 件あたりの交付額はどれくらいなのか。 

     事務局：平成 24 年度については、250 件を見込んで予算を組んでおり、現在約 150 件の申

請が出ている状況である。１件当たりの交付額は、上限を 4kW に設定し、市内の

業者が設置した場合は、1kW 当たり 3 万 5 千円を交付しており、市外の業者が設

置した場合は 1kW 当たり 3 万円を交付している。 

     委 員：非常に力を入れて取組んでいるので良いと思う。あと、もう一点だが、24 ページ

の優良事業所認定数については、44 件となっており非常に多いが、単純に絶対数

だけであると、今何％の事業所が認定されているのか分からないため、母数をい

れてはみてはどうかと思う。 

     委 員：他に何かないか。ないようなので平成 23 年度環境基本計画年次報告書の審議を
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終了する。 

     

審議②：環境基本計画（修正案）について 

 

     委 員：それでは、環境基本計画（修正案）について、事務局より説明願う。 

     事務局：説明の前に、市民への公表結果について報告する。1 月 17 日（木）から 1 月 31

日（木）までの２週間、年次報告書に併せて縦覧した。この間、意見書が 1 人か

ら 9 件提出された。まずは、意見書に対する対応について説明する。 

 

    ～事務局から意見書に対する対応及び環境基本計画（修正案）について説明～ 

 

     委 員：今の公表結果と環境基本計画（修正案）について、質問などあればお願いする。 

     

〈質疑・応答〉 

委 員：42 ページの省エネ診断の結果で、大野城市の公共施設は省エネ化が進んでおり

CO2 の削減に大きな効果はないとあるが、65 ページには公共施設のエネルギー効

率を向上させるために、公共施設省エネ診断に基づき、省エネルギーに配慮した

施設建設や機器導入に努めるとある。矛盾が生じ、違和感がある。 

     事務局：大きな CO2 削減効果は望めないとのことで、今後、大規模改修などに併せて省エ

ネ機器の導入をしたほうが良いとの診断結果となった。 

     委 員：大野城市の公共施設は新しいところばかりではないと思う。逆に診断結果に疑義

を感じる。 

     事務局：確かに新しい施設ばかりではない。 

     委 員：私も普段から省エネ機器の研究をしており、最近の省エネ技術の向上は著しいも

のがあると思っている。このような状況の中、今回の診断結果が出たことに対し

て驚いており、疑問に感じている。 

     事務局：公共施設の機器の更新計画があり、それに基づいて動いている。もちろん理想と

しては、全ての機器を一気に更新するのが望ましい。しかしながら、市の財政面

を考え、今すぐ更新してもイニシャルコスト及びランニングコストを踏まえると

費用対効果が顕著に現れないため、各施設の機器の更新時期に併せて省エネ機器

の導入に取組むべきとの診断結果となっている。 

     委 員：そのような記載があれば納得できる。財政面も考慮しながら長期的に省エネ化を

進めるという考え方で良いか。 

     事務局：そのとおりである。 

     委 員：今の意見に対して、事務局で何か良い対応策はないか。 

     事務局：補足説明を記載するなどして、わかりやすい表現に変更する。 

     委 員：65 ページの「公共施設省エネルギー診断報告書に基づき」という表記だけでは分

かりにくいため、設備の更新時期と投資をすることの効果などを勘案して進めて

いくというような表現が良いと考える。 

委 員：もう一点あるのだが、震災後の影響により、再生可能エネルギーが前面に出てき



5 

ているが、一方では果たして本当にそれだけで成り立つのだろうかとの議論もあ

る。1 つの例としてはドイツであるが、再生可能エネルギーの政策が破綻状態と

なっている。そのような例も踏まえて長期的に考えなければならない。しかしな

がら、政府の方針も決まっていない状況であるため、自治体としては現在の方向

性で進むしかない気もする。質問だが、大野城市としては、再生可能エネルギー

の中のどのエネルギーを中心に推進することを考えているのか。 

     事務局：現在は太陽光発電しか考えていない。省エネ診断事業の際にコンサルとも相談し

たが、本市では、水力や風力発電の実施は難しいとのことであった。太陽光発電

は発電効率が抜群に良いわけではないが、他の再生可能エネルギーよりもリスク

が少ない。また、市民への啓発の意味も含めて普及を推進していこうと考えてい

る。 

     委 員：冷静かつ緻密に考えると太陽熱利用が良い。1 枚置くだけでお風呂 1 回分になり

コストパフォーマンスも良い。また、発電のほうばかりに気をとられているが、

エネルギー使用量をいかに省エネにするかも重要である。二重サッシにするだと

か断熱性の高い建物にするだとかに対しての補助金も必要ではないかと考える。 

     事務局：他に何かないか。全体を通しての感想でも構わない。 

     委 員：自治体によっては NEDO 事業を活用している。本当にそれが正しく、先進的であ

るのかは分からないが、機会があれば上手く活用するのも良いのではないかと考

える。 

     事務局：地中熱を利用した空調の普及はどのような状況なのか。 

     委 員：おそらく日本での普及は難しい状況であるが、ヨーロッパ特にアムステルダムで

は普及している。普及が困難な理由としては、日本の岩盤は複雑であるため、穴

を掘るコストが高くなる。また、大野城市の場合は、地下水が滞留していないと

思われるので、地中に熱を蓄えることは困難と考える。 

     委 員：他に何かないか。 

     委 員：環境基本計画の修正とは直接関係はないが、意見を聞いて考えていたことがある。

省エネタイプの機器への更新に対する補助金を検討してみてはどうか。例えば古

くなった冷蔵庫と現在の省エネタイプの冷蔵庫では消費電力に非常に差がある。

そのようなものの更新が補助金交付によって促進されれば、省エネ効果が高いと

思われる。また、山の利用も考えてほしい。市民は、山に入る機会が少ない。現

在、トラスト協会でも高齢化が進んでおり、その対策は非常に重要と考えている。

そのため、先ほど説明があった生活環境保全林を活用し、市民を呼び込めるよう

な憩いの場とするよう検討してほしい。 

     委 員：他に何かあるか。 

     委 員：省エネに関する知識は、高齢者よりも小学生のほうが詳しい時代になってきてい

る。小学生は学校の学習の中で学ぶ機会があるが、高齢者は学ぶ機会がないので

はないか。 

     委 員：おっしゃるとおりである。高齢者の方は省エネに対する知識は低い状況である。

公民館単位で省エネの出前講座を実施するなどして周知したほうが良い。 

     委 員：歩いていける距離で学べるというところが重要になる。 
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     委 員：トラスト協会としての意見となるが、これからは通常のボランティアではなく、

有償のボランティアが主流になってくるのではないかと考えている。せっかくト

ラスト協会に入会してもらっても、本協会の活動により草刈り機の扱いに慣れて

くると、草刈りをすることで賃金をもらうことができるシルバー人材センターに

行ってしまう方を見かける。トラスト協会の実動会員は 80 歳前後が主力で高齢

化しているが、林務に関係する資格や技術を持った九州電力などのリタイア組の

受入態勢を確立できれば、トラスト協会の活動の幅も広がるのではないかと考え

ている。 

委 員：教え子は卒業すると散り散りになってしまうが、在学中だけでもよければ学生に

入会を勧めて、会員数の増加に貢献したい。 

     委 員：他に何かあるか。 

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。 

 

（異議なし） 

 

委 員：それでは、これで審議を終了する。後日、事務局から本日の内容を整理したもの

を委員の皆様に送付するので、よろしくお願いする。以上をもって平成 24 年度

環境政策審議会を終了する。 

 


