
筑紫野市環境審議会 令和３年度第１回会議 会議録 

開催日時：令和3年11月17日（水）15時00分～17時00分 

開催場所：生涯学習センター 学習室5 

出席委員：８名（岩熊 志保、岩間 徹、田邉 友子、中山 裕文、平野 修、帆足 慶一郎、溝

口 澄子） 

欠席委員：２名（菊池 正男、西田 尚美） 

事 務 局：５名（吉田 浩二環境経済部長、虫明 しのぶ環境課長、福田 博文環境保全・廃

棄物担当係長、貞金 志帆主事、繁田 健太郎主事） 

傍聴人数：０名 

１．開会 

２．部長挨拶 

・事務局より出席者の報告及び会議成立の確認（出席者８名） 

・傍聴人の受付状況の報告（０名） 

３．会長挨拶 

４．報告事項 

第三次環境基本計画について 

環境にやさしい行動計画パートⅤについて  

５．審議事項 

  第二次環境基本計画年次報告書（令和 2年度版）について 

  環境問題啓発のための広報、啓発について 

６．事務連絡 

 

◎ 議事要旨 

〇報告事項 第三次環境基本計画について 

◆事務局より内容についての説明（貞金 志帆主事） 

 

◆質疑応答 



会 長：それでは、質疑応答にまいりたいと思います。質問等ありましたらお願いします。 

会 長：細かいことですが、色づかいを工夫しているが、15ページと31ページの色が一致し

ていないので合わせた方がよいのではないでしょうか。  

事務局：検討します。  

会 長：いかがでしょうか。ご意見、ご質問ございますか。 

委 員：修正とかではないが、58ページのエネルギー削減の根拠の内訳が179.05千トンの CO2

削減で一番大きいのが電力の77.98千トン-CO2で電力会社が頑張るという話と、次

に大きいのが産業部門とか業務部門がかなり大きく、ここの削減が進まないといけ

ない。一方で報告書の事業者の環境経営システムの登録状況が非常によくない。事

業者の再エネルギー、省エネルギーなどへの協力が得られないと市としても苦しい

と思うので、今後具体的なところを考えていただければと思います。 

    例えば、事業者への講座の開催でその中に環境経営システムの認証取得の講座を入

れていくとか検討していただければと感じております。 

事務局：事業者を対象とした省エネルギーの講座については38ページの指標になりますが、

実際に令和5年度に目標値として2回の開催を目指しているところです。また、県が

実際にその講座をやっている部分もありますので、内容が被らないように考えなが

ら企画を進めたいと思います。  

委 員：重要な内容なので、県の講座と内容が被っていてもいいと思います。  

会 長：他にありますでしょうか。 

委 員：環境分野で目まぐるしくいろんなことが決まっていく中で、この計画にあるもので

も遅れをとっているものもある。必要に応じて計画を見直すということだが、社会

的に大きな変化があるたびに、その都度見直すということで捉えてよいのか。 

事務局：影響があるものについては都度見直しをするものもあるかとは思うが、基本的には

取り組みの目標については、4年ごとの中間ゴールを設けているのでそのタイミング

が望ましいと考えています。おっしゃられるように計画策定時点で、新しいものが

どんどん出てきているところで、遅れをとらずにやっていきたいなと考えておりま

す。 

会 長：65ページの Plan・Do・Check・Action のサイクルにあわせて管理し、基本的には4

年後の見直しになります。緊急性がある場合にはその都度ということですね。計画

に関することであれば、審議会で審議を行うということですね。  

事務局：はい。  

委 員：59ページの二酸化炭素排出量の削減目標について、国が2030年には46％、2050年に

は実質ゼロとしたが、今の計画と国の方針のどちらにあわせるかは検討する必要が

あるのかなと思います。糸島市でも今年計画を作り直したため、計画と国の方針で

異なる状況になっているが、環境省の補助金をとって、再生可能エネルギーの導入

調査計画の予算をとっており、その結果を今後計画に反映するということです。そ

ういう機会をとらえて見直さないといけないときが来るのではと思います。  

委 員：事業者との連携が非常に重要になっていますが、市が直接事業者に省エネを指導す



るのは難しいと思います。それに対しては、ISO やエコアクションの認証登録の中

で、SDGｓの取り組み等も含めて取り組みの内容と指導の仕方が改善されつつある。

先日、最近数年間の筑紫野市のエコアクションの新規認証登録社数を調べたら2社し

かなく、非常に状況としてよくない。もっと頑張らないと目標達成できないと思う。 

    プラスチックについて、ペットボトル以外のプラスチックをどう資源化するかなど、

しっかりと情報収集をやっていただければと思います。 

事務局：エコアクションの件ですが、これまでの反省として、事業所へのアプローチが欠け

ていた部分があったので、第三次計画では事業所への啓発を取り組みに盛り込んで

いるところです。実際、どのようにして情報を知らせていくかが課題となっている

ところですが、商工会等を通して情報を広めていけたらと考えております。 

    プラスチックについては、地方自治体のほうは収集、運搬、リサイクル等の努力義

務が新しい法律のほうで課せられているところですので、検討をしていくところで

す。まずはクリーンヒル宝満の構成市町の小郡市、基山町と意見交換をし、検討し

ていきたいと思っているところです。財政的なハードルが高いと感じており、情報

も少なく今後省令等ができていくと考えておりますので、国の動きを注視し進めて

いきたいと思っております。 

 

〇報告事項 環境にやさしい行動計画パートⅤについて 

◆事務局より内容についての説明（繁田 健太郎主事） 

 

◆質疑応答 

会 長：ご意見ありましたらどうぞ。 

委 員：PDCA が年一回ということだが、ISO やエコアクションこれを2か月に一回行ってい

ます。この計画は一回でうまくいくのかなと思います。 

会 長：年一回だと形式的に終わってしまうことが多いので、もう少し回数を増やしたらい

いのではと思います。  

委 員：職員への周知・徹底とはどのようなことをしていますか。 

事務局：個人貸与のパソコンでデータとして共有しているので見ようと思えば見ることはで

きるが、それだけでは見ない可能性があるので、環境にやさしい行動推進会議とい

う比較的若い職員で構成されている会議の中で一年間のデータを見て重点的に何

に取り組むべきか決めているところです。 

    また、環境かわら版というものを年に数回環境課のほうから出しておりまして、職

員を登場させ、「みんなが主体である」ことを認識させています。クールビズのポ

スターでも職員を起用し、みんなで取り組むべきものということを認識させていま

す。  

委 員：13ページからの具体的取り組みの中でパートⅣからパートⅤでの変更点はあります

か。  

事務局：基本的にはパートⅣの内容を維持していますが、新庁舎移転に伴って変更している



箇所もあります。また、パートⅣのときに職員から記載の仕方がわかりにくいとい

う声があったので表自体を見やすくしています。  

委 員：新庁舎に移転した際に電気、照明で LEDを導入していると思いますが、そういった

効果はどうなっていますか。 

事務局：後ほど年次報告の際に説明させていただきますが、効果としては今まで庁舎が分散

していたところが、一か所に集まりましたので消費量は減っています。 

委 員：毎年1%ずつ削減するといっても、去年や今年はコロナの関係で1時間に2回換気しま

しょうとなれば燃料使用量が増えることもあり、なかなか職員個人の努力だけでは

改善できないところも出てくるのではと思います。設備の導入といったところも組

み合わせていかないと難しいのかなと思います。  

会 長：パートⅣからは新庁舎になり、やらなくてもいいことがパートⅤではなくなってい

ますね。  

事務局：基本的な項目についてはあまり変わっていないところです。あとはデータを見なが

ら、重点的に取り組むべきところを必要なものとして強化しているところです。な

かなか設備面には触れられていませんが、施設更新の際にトップランナー機器の導

入がなされるようにしていきたいと思います。 

委 員：数字が間違っていると思われる部分があります。9ページの下から3行目マイナス

98.9%という部分が間違っているのではと思います。  

事務局：確認の上必要があれば訂正いたします。    

 

〇審議事項 第二次筑紫野市環境基本計画年次報告書（令和２年度版）について 

第二次筑紫野市環境基本計画年次報告書（令和２年度版）について 

  ・市民意見の募集結果 

    期間：令和３年10月27日（水）から11月10日（水）17時まで 

    意見：０件 

◆事務局より内容についての説明（福田環境課環境保全・廃棄物担当係長） 

―環境目標１についての説明― 

 

会 長：ご質問、ご意見ありましたらお願いします。 

    この報告書は第二次環境基本計画の最後の報告書ですね。  

事務局：はい。  

委 員：報告書の内容として異論はないのですが、エコアクションのところで周知と書いて

ありますが、周知だけでは事業所はエコアクションへの登録はしにくいと思います。

お金がかかるから、メリットを与えないと登録しないです。例えば福岡市だったら、

廃棄物処理業者や 収集運搬業者はできるだけエコアクションを取った業者を採用

したり、建設業者だったら入札の時に特典を与えたり、そういう行政としての環境

政策を検討していただきたいなと思います。あとは、取得業者をホームページで紹



介し企業イメージの向上を支援するなどしていかないと増えていかないと思いま

す。 

会 長：筑紫野市は事業者が多く、事業者の役割は非常に大きいのでいろんな施策を行って

いく必要があると思います。  

事務局：関係部局と調整いたしまして検討していきたいと思います。 

委 員：表の見方を教えてほしいのですが、基準値がベースで目標値が令和2年度で現況値

が令和2年度実績値ということでよろしいか。  

事務局：はい  

委 員：では、コロナの影響もあると思いますが基準値よりも下がってしまったということ

ですね。 

事務局：そうですね。 

 

◆事務局より内容についての説明（福田環境課環境保全・廃棄物担当係長） 

―環境目標２についての説明― 

 

◆質疑応答 

委 員：YouTubeで作成したものはどれくらい見ていただいたのですか。  

事務局：再生回数ですが、動画が２つありまして、ダンボールコンポストは300回くらいで、

自然の動画はなかなか伸びてなくて100回は超えているとは思います。 

   （※12/6時点の再生数は『生ごみが肥料に！？ダンボールコンポストを始めませんか』

は1160回、『天拝公園のいきものたち』は252回） 

委 員：今後の啓発にもつながるとは思うので、作り続けるとか SNSでも発信し続けるとか

ひと工夫が必要なのではと思います。 

委 員：有害鳥獣なのですが、最近鹿が増えてきているんですけど罠を設置していてもかか

りません。放棄地が増えてきていてそこが住処になってきています。そういったと

ころも何か対応できませんか。 

委 員：駆除は市が直接駆除した数ですか。 

事務局：有害鳥獣の捕獲許可を出しており所管が農政課になるのでおそらくその数を基に出

した数であり、直接駆除した件数ではないです。  

会 長：有害鳥獣を具体的に例示する必要はないですか。  

委 員：農政課に確認したうえで追記いたします。 

 

◆事務局より内容についての説明（福田環境課環境保全・廃棄物担当係長） 

―環境目標３についての説明― 

 

◆質疑応答 

会 長：ご質問、ご意見ございましたらお願いします。 

委 員：災害廃棄物の処理計画はいつ策定される予定ですか。  



事務局：素案を関係各課に確認してもらっているところです。 

委 員：今年度中にはできるのですか。  

委 員：それはこの審議会の中でも審議されるのか、それとも別のところで行うのですか。 

事務局：今現在、素案ができているところで、関係各課に確認してもらっているところです。

これからの進め方については庁内の上部会議にかけまして固めていく予定です。 

委 員：検討している想定災害は地震と水害ですか。 

事務局：はい。福岡県のマニュアルに基づき作成していきます。 

 

◆事務局より内容についての説明（福田環境課環境保全・廃棄物担当係長） 

―環境目標４についての説明― 

 

◆質疑応答 

会 長：いかがでしょうか。 

    温室効果ガスの成果指標ですが、計算の仕方が変わったのですね。  

事務局：はい。注釈に書いている方法で計算しています。基準値を現在の方法で計算すると

減少しているところです。 

委 員：注意書きにもう少しわかりやすく書いた方がいいと思います。 

事務局：わかりました。  

 

◆事務局より内容についての説明（福田環境課環境保全・廃棄物担当係長） 

―環境目標５についての説明― 

 

◆質疑応答 

なし 

 

◆事務局より内容についての説明（福田環境課環境保全・廃棄物担当係長） 

―環境目標６についての説明― 

 

◆質疑応答 

会 長：いかがでしょうか。 

委 員：水質浄化機能をもったブロックについて、写真の横には微生物の住みかになると書

いていますが、表記がよく分かりません。多分、微生物が住むとバイオフィルター

が形成されてそこで有機物の分解が促進されて浄化につながると思うのですけど、

何で微生物の住みかができたら水が浄化されるのか書かないと読んでいる人は分

からないと思います。  

事務局：因果関係等を担当者に聞いて詳しく分かるように記載したいと思います。  

会 長：他に質問はありますか。 

委 員：達成状況のところで満足の割合が結構落ちている感じがします。結構やられている



と思いますが、知らない人が多いのではという気がします。やったことをアピール

していくのも重要だと思います。  

会 長：満足度を上げるアピールをしてほしいということですね。 

委 員：ほかの指標の満足度は高いが自然環境だけ低い気がします。  

 

◆事務局より内容についての説明（福田環境課環境保全・廃棄物担当係長） 

             ―資料編についての説明― 

 

◆質疑応答 

 

会 長：細かいことですが、写真と図にこれだけページ数をとる意味があるのかなと思いま

す。 

 

◆事務局より内容についての説明（福田環境課環境保全・廃棄物担当係長） 

   ―「筑紫野市役所環境にやさしい行動計画パートⅣ」実績報告書についての説明― 

 

◆質疑応答 

 

委 員：一番最後のグラフですけど、紙の購入量が増えているのですが、社会の風潮では電

子化が進んでいるのですが、どういった原因が考えられるのですか。  

事務局：昨年議論になりまして、環境的にも、財政的にも問題があるということで調査を行

いましたところ学校の購入量が増えておりまして、教育部に確認をとっているとこ

ろですが原因をつかみ切れていないところです。決して無駄遣いをしているわけで

はないと思うのですが。 

委 員：令和２年度はコロナがあって確かに学校からもらうプリントは多かったです。 

事務局：平成27年度から右肩上がりで増えてきているので調査を進めていきます。 

 

〇審議事項 環境問題啓発のための広報、啓発について（貞金 志帆主事） 

 

◆事務局より内容についての説明 

 

会 長：何かご意見等はございますか。  

委 員：実際、飼い主は見つかっているのですか  

事務局：掲載開始が6月ころからだったが、掲載した半数くらいは見つかっています。  

委 員：ゴミ分別辞典にパソコンや携帯が入っていたらもっとよかったなと思いましたので、

次回つくられるときは。  

事務局：掲載しているのは一例として載せております。非常に品目が多く探すのが大変とい

うところで主だったものを載せております。 



会 長：もし分からなければ市役所に問い合わせればいいのですね。 

事務局：連絡していただければお答えいたしますし、ホームページの方には正規版のごみ分

別辞典も載せております。 

◆YouTube（コンポスト）視聴 

 

―議事終了― 


