
筑紫野市環境審議会 令和２年度第３回会議 会議録 

 

開催日時：令和２年 11 月 20 日（金）15 時 00 分～17 時 45 分 

開催場所：二日市東コミュニティセンター 視聴覚室 

出席委員：10 名（岩熊 志保、岩間 徹、杉嶋 功治、田邉 友子、中山 裕文、西田 尚美、平野 修、 

        牧草 由紀夫、松原 静雄、溝口 澄子） 

欠席委員：０名 

事 務 局：4 名（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） 

     （コンサルタント：藤井祐子（エヌエス環境㈱）） 

傍聴人数：０名 

 

１．開会 

２．部長あいさつ 

３．会長あいさつ 

・事務局より出席者の報告及び会議成立の確認（出席者 10 名） 

４．審議事項 

・第三次環境基本計画（案）について 

５．事務連絡 

 

 

  



◎議事要旨 

・第三次環境基本計画（案）について 

◆事務局より内容（第１章～第２章）についての説明（貞金主事より） 

 

◆質疑応答 

会 長：第二次環境基本計画からの施策の変更もあります。ご意見をお願いいたします。 

副会長：環境目標２の自然環境分野の推進分野に「生態系の多様性」とありますが、筑紫野市

には海もないため『多様性』ではないように思います。「生態系の保全」としてはどう

でしょうか？ 

会 長：『多様性』には『種（間）の多様性』『遺伝子（種内）の多様性』『生態系の多様性』が

あり、今回は生態系の多様性に着目しているということですね。筑紫野市には山間部

や河川があり、海はないものの、生物が棲む環境としては多様であると思うので、「生

態系の多様性」でも良いのではないでしょうか。 

委 員：複数種の生物がいるということ自体が「生態系」ですので、生態系の多様性でも良い

と思いますが、第 3 章を確認すると種の多様性にもふれられていますので、「生態系の

多様性」と限定しない方が良いと思います。 

会 長：『生物多様性』という、広い定義の言葉にしたほうが適切であるかもしれません。３章

の説明時に議論しましょう。他にご意見はありますか。 

副会長：7 ページの「1 人当たりのごみ排出量」について、家庭から排出されるものと、事業所

から排出されるものを分けて把握するのは難しいのでしょうか。 

事務局：前回の審議会でご意見をいただきましたので、第三次環境基本計画ではそれぞれを分

けて把握する予定ですが、7 ページは第二次環境基本計画の振り返りのため、第二次

環境基本計画の成果指標となっている、家庭から排出されるものと事業所から排出さ

れるものを合算した数値で記載しています。 

委 員：6 ページの成果指標では、市民アンケートで把握する成果指標が 4 項目ありますが、

目標値に到達していない項目が２つあります。自然環境分野において、自然観察会な

どに参加している市民の満足度は高くなると思われますが、参加されていない方にと

っては、巨木などが身近な自然であると考えられます。しかし、巨樹や巨木につけら

れていた、木の説明看板が撤去されている箇所があります。説明看板の管理はどこが

しているのでしょうか。説明看板があると、巨樹や巨木を身近に感じられるのではな

いでしょうか。 

事務局：当初、環境課が説明看板を設置したと思いますが、近年メンテナンスを行っていない

ので、劣化等で撤去されたと考えられます。巨樹、巨木の指定はされていますが、身

近に感じられるような方策について今後検討していきたいと思います。 

会 長：具体的なご意見ありがとうございました。他にご意見などはいかがでしょうか。 

委 員：4 ページの近年の主な社会変化について、国・県・筑紫野市の動きが見やすくなるよう

整理してほしいと思います。 



◆事務局より内容（第３章施策１）についての説明（貞金主事より） 

 

◆質疑応答 

会 長：ご質問やご意見がありましたらお願いいたします。確認ですが、20 ページの環境指標

は「自然観察会と出前講座の満足度」に修正ということですね。ところで満足度とい

うのはどういう意味でしょうか。 

事務局：自然観察会と出前講座に参加された方に対し、内容に関するアンケートを実施し、満

足していると回答した方の割合という意味です。 

会 長：分かりました。他いかがでしょうか。 

委 員：先ほども議論していましたが、施策１「豊かな自然と生物多様性を保全する」の推進

分野２「生態系の多様性保全と外来生物対策」については、種の多様性についても触

れているので、「生物多様性保全」という言葉が適切ではないでしょうか。 

副会長：推進分野２と推進分野３の明確な区別ができていないと思います。推進分野３の主な

取り組みに挙げられている、開発行為の抑制や里地里山の保全についても、生態系の

多様性保全のための取り組みであると捉えられます。 

委 員：推進分野２は遺伝子と種の多様性に関する分野であると考えます。対して推進分野３

は、里地里山も生態系を育む環境の一つであることから、生態系の多様性と考えられ

るのではないかと思います。 

会 長：意見をもとに整理をして、推進分野の名称について再検討をお願いします。 

委 員：推進分野３の名称は「里地里山の維持保全と環境配慮」ですが、主な取り組みには、

「森林の適正な管理」とあります。里地里山は集落に近いイメージがあるのに対して、

森林は人里離れたイメージがあるので、違和感があるのではないでしょうか。 

事務局：先ほどのご意見と合わせて、考え方をもう一度整理したいと思います。 

委 員：23 ページの自然観察会の写真は、自然観察会の様子という解説がついていますが、ど

のような状況なのか分からないので解説を詳しくしてほしいと思います。写真やグラ

フの前には、「関連データ」という見出しを入れるルールがありますが、26 ページは

25 ページの関連データからの続きですので、改めて見出しを入れる必要はないかと思

います。25 ページのオオキンケイギクの写真は、遠景でどれがオオキンケイギクであ

るのか分かりにくいので、工夫をしてください。26 ページのアライグマの食害につい

ても、伝えたいことが分かりにくいと思います。市民の方が計画を読むときは、文字

から入る人よりも、写真から入る人が多いと思いますので、写真の情報を大事にして

ください。 

会 長：事務局で検討をお願いします。 

委 員：今の意見に関連して、27 ページのヤマアカガエルの写真も、種の特徴が葉に隠れてし

まっているので、差し替えをお願いします。全体的に、もう少し写真を増やしたほう

が良いと思います。また、27 ページ上部の希少生物の表に、「等」とありますが、全部

を記載するのは難しいのでしょうか。 



事務局：この表は分類ごとに記載しており、鳥類や魚類など、発見した種が少ない種類の生き

ものは全てを記載できますが、植物や両生類などは数が多いため、すべてを記載する

のはスペースの都合上難しいものもあります。 

委 員：わかりました。可能な限りでよいので、多くの生きものを紹介してください。 

事務局：承知しました。 

 

 

 ◆事務局より内容（第３章施策２）についての説明（貞金主事より） 

 

◆質疑応答 

会 長：第 1 章、第 2 章の審議の際、副会長より、ごみの排出量について事業系と家庭系のご

みを分けて把握してはどうかというご意見がありましたが、いかがでしょうか。 

事務局：事業系と家庭系を分けた数値を把握することは可能ですので、年次報告書で示してい

きたいと考えています。 

会 長：環境指標として示されているごみの排出量は、どちらの数字になるのでしょうか。 

事務局：事業系と家庭系のごみを合算した数値となります。 

副会長：市民の方が計画を見たときに分かりにくいと思いますので、事業系と家庭系それぞれ

の目標値を設定した方が良いのではないでしょうか。 

会 長：分けて把握するのは技術的に難しいのでしょうか。 

事務局：技術的には可能です。 

副会長：事業系と家庭系でそれぞれ設定しておかないと、市民の方の努力が計りにくいと思い

ます。たとえば、筑紫野市に事業所が多く出店した場合、ごみの総排出量は増えます。

合算した数値の場合は、総排出量を人口で割るため、人口が変わっていなければ、一

人当たりのごみの排出量は増えることになります。そこで働く人や施設を利用する人

は、市内の人もいれば市外から来る人もいると想定されますので、正確な比較が難し

くなります。 

会 長：副会長の指摘の通り、この件についてはそれぞれで目標を設定するように検討した方

が、今後の取り組みに対応できると思います。難しければ家庭から排出されたごみだ

けで目標を設定するようにしてはどうでしょうか。 

事務局：これまで、家庭系と事業系のごみの合算値で管理していましたので、急に排出量が減

ったように誤解されないよう、併せて表記も検討したいと思います。 

会 長：よろしくお願いします。 

委 員：取組指標に、「ごみ減量、リサイクルに関する啓発内容」「不法投棄の抑制のための取

り組み内容」とありますが、取組内容が指標になるというのはどういうことでしょう

か。 

事務局：単純に「啓発を何度行ったか」ということだけではなく、どのような内容の啓発を行

っているかについても年次報告書に記載したいと考え、設定しました。 



委 員：目標の値を設けて数値として成果を把握するときに合わせて、取り組みの内容につい

ても紹介するということでしょうか。 

事務局：その通りです。 

委 員：33 ページの食品ロスについて記載がありますが、フードドライブやこども食堂などの

取り組みもあるのでしたら追記してはどうでしょうか。 

委 員：私は、自分が代表を務める団体で、循環型社会や障がいのある人の就労支援に関する

活動を行っています。こども食堂については、民間の団体が実施しているものはあり

ますが、市が実施しているものはなかったと思います。 

事務局：委員の発言にありましたように、現時点で市が関わって実施しているものはありませ

ん。食品ロスの啓発については、継続して取り組み、新たな手法を検討していきたい

と思います。 

委 員：31 ページのリサイクル率は基準値が 23.27％、目標値が 23.3％となっているが、目標

が低いのではないでしょうか。 

事務局：33 ページに経年の数値を載せていますが、平成 21 年度以降、リサイクル率は減少傾

向にあります。原因としては新聞や雑誌を読まないなど、紙ごみ自体が少なくなって

いるため、回収率が下がっていることが挙げられます。この傾向を鑑み、目標値を設

定しました。国の政策に合わせ、市の取り組みが変われば、目標値を見直す可能性は

あります。 

会 長：33 ページの関連データでは令和元年度の数値が 23.3％となっていますね。 

事務局：小数点の表示を合わせるように修正します。 

委 員：リサイクル率はどのように出しているのでしょうか。 

事務局：すべてのごみの量に占める、リサイクルが可能なごみ（紙ごみ・金属ごみ等リサイク

ルできるもの）の割合となります。 

 

 

◆事務局より内容（第３章施策３）についての説明（貞金主事より） 

 

◆質疑応答 

会 長：気候変動への適応という内容が、気候変動適応法に基づき、新しく入っています。確

認ですが、温室効果ガスの削減について、これまでの計画ではメタンやフロン類を含

めていましたが、今度の計画では二酸化炭素に限定するということですね。 

事務局：そのとおりです。 

委 員：43 ページにある気候変動適応法に基づく地域適応計画については、筑紫野市ではどの

ように位置づけるのでしょうか。 

事務局：市町村の策定は努力義務になっており、本市では第三次環境基本計画に内包します。 

副会長：推進分野２は、再生可能エネルギーの導入促進に関する分野ですが、再生可能エネル

ギー設備の導入目標が設定されていません。設定するのは難しいでしょうか。合わせ



て質問ですが、ごみ処理施設での発電等はしていないのでしょうか。 

事務局：ごみ処理施設は一部事務組合が運営しているものであり市の施設ではないことから、

本計画には記載していません。公共施設の再生可能エネルギー導入状況は、38 ページ

の推進分野１の取組指標としていますが、ご指摘をいただき、推進分野２の目標とす

ることが適当であると感じました。修正いたします。 

委 員：43 ページのデータが太宰府観測所となっていますが、筑紫野市には測定地点はないの

でしょうか。 

事務局：ありません。一番近い観測所が太宰府観測所です。 

委 員：わかりました。 

 

 

◆事務局より内容（第３章施策４）についての説明（貞金主事より） 

 

◆質疑応答 

会 長：香害の対象となるのは、香水などの香りでしょうか。 

事務局：柔軟剤の香りなども含まれます。 

会 長：いわゆる従来の公害には含まれていないものということですね。光害についても、公

害には含まれていませんね。 

事務局：はい。 

委 員：47 ページの大腸菌群数の解説に、「自然界に広く存在する菌の総称」とありますが、説

明が適切ではないと思います。確認をお願いします。 

事務局：確認いたします。 

委 員：天拝山歴史自然公園で多くの猫を見かけることがありますが、49 ページの地域猫の取

り組みは実際に市内で行われているのでしょうか。 

事務局：地域猫活動を実施している地域は、市内にも複数あります。天拝山歴史自然公園は、

市内でも早くに取り組みを始めた地域で、10 年近く実施しています。 

委 員：わかりました。ありがとうございます。 

 

 

－換気・休憩― 

 

 

◆事務局より内容（第４章）についての説明（貞金主事より） 

 

◆質疑応答 

会 長：55 ページのデータは二酸化炭素のみの排出量を示しているのか、その他の温室効果ガ

スを二酸化炭素に換算したものも含めた排出量を示しているのか、どちらでしょうか。 



事務局：55 ページのデータは、二酸化炭素排出量のみの値です。 

会 長：8 ページの成果指標値（温室効果ガスの削減）と、55 ページの二酸化炭素排出量グラ

フの数値で同一年データに齟齬がみられますので、精査してください。 

事務局：確認いたします。 

会 長：56 ページ以降についても、二酸化炭素のみを対象とするのであれば、「温室効果ガス排

出量」ではなく「二酸化炭素排出量」と表記した方が良いと思います。 

事務局：見直して、表記を統一いたします。 

副会長：各分野の二酸化炭素排出量のデータがありますが、これはどのように算出しているの

でしょうか。 

事務局：排出量のデータは、全国の二酸化炭素排出量を按分して環境省が算出しているもので

す。 

 

 

◆事務局より内容（第５章・資料編）についての説明（貞金主事より） 

 

◆質疑応答 

会 長：ご質問やご意見がありましたらお願いいたします。 

委 員：資料編にある取組指標の目標値が令和５年度となっていますが、令和５年度の段階で

成果指標や計画内容の見直しを行うということでしょうか。 

事務局：事業内容の大きな変更がなければ、資料編の目標値のみ見直しを行う予定です。第三

次環境基本計画は、計画内に事業名等を記載していないので、大きな変更はないと考

えています。 

会 長：いくつかまだ目標値が決まっていないところがあるようですが、次回には出していた

だけるということでしょうか。 

事務局：その通りです。 

会 長：以上で第三次環境基本計画（案）の審議は終了します。確認事項については、事務局

の方で計画案に反映させてください。 

 

 

－議事終了― 


