
 

 

多久市環境基本計画（素案）に対するいただいたご意見と市の考え 
連番 いただいたご意見 市の考え方 

 

■多久市環境基本計画 関連 

１ 

1. 「第４次多久市総合計画」の「実

施計画」の中には「多久市環境基本計

画の策定は平成２４年度・２５年度」

と計画されていましたが、この時期に

なった理由は何でしょうか？ 

計画策定の着手は平成 24 年度からで

あり、総合計画に示す通りに作業を進

めています。 

 

２ 

 

2. 関連で質問しますが、「総合計画・

実施計画」のなかに、「環境基本条例

及び環境基本計画の策定」に予算を充

てられていますが、その内容は何でし

ょうか？（予算は、平成２４年度に３，

０３１千円、平成２５年度に２，８０

０千円となっています。） 

計画策定のための基礎調査（既存資料

調和、市民・事業者意識把握のための

アンケート調査など）、計画書作成の補

助作業など。 

 

■第１章 環境基本計画とはなにか 

 １．策定の目的 

３ 

１. 当計画の本文の【計画策定の目

的】の中に、「環境基本計画は、 質的

な かさを める  から    な

  の   の  を本市に いて実

 することを目 し、市、市民  び

事業者それ れの立場に ける役割を

明らかにし、環境の保全に関する施策

の総合的かつ計画的な推進を図ること

を目的とする。」とあります。以下の

点を教えて下さい。 

①  質的な かさを める  から

    な  の   の  」

とありますが、もう少し具体的な

ご説明を 願い致します。 

 

「1．計画策定の目的」の文章 9～11

行目を以下の文章に変更します。「環境

基本計画は、 質的な かさを める

  から、限りある資源を大切にし、

私たちや将来の世代の誰もが変わらぬ

地域環境からの恩恵を享受できる  

  な  の   の  を本市に 

いて実 することを目 します。その

ため・・・。」 

修

正 

４ 

② 本計画での「市民」の定義は何で

しょうか？ 交流人口などを増や

す観光振興計画・施策も本市には

ありますが、市外からの訪問者・

観光客なども当てはまるのでしょ

本市の環境の恩恵を受ける人は、どの

 うな形であれ環境に配慮する責任が

発生します。そのため一時的に滞在す

る観光客等についても変則的な「市民」

として取り扱うこととします。ただし
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うか？ （それ れの役割の中に、

「本市に関わる全ての人を市民、

市民団体、事業者、行政と位置づ

け・・」とありその定義を確認し

たいと思います。） 

細かな場合分けは難しいため、「本市に

関わる全ての人」といった表 にとど

めます。 

 ５．計画検討にあたっての基礎的な要件 （1）多久市のプロフィール 

５ 

１. 多久市のプロフィール中で「総人

口の推移」・「世帯数」・「人口分布

数」・「産業別就業人口」・「地目別

土地利用の 成比率」などは平成２２

年までのデータが使われていますが、

最新のデータを使うべきではないでし

ょうか？ 本計画は今後１０年に渡っ

て推進するものですから基本・ベース

となる数値・データは最新であるべき

と思いますが、如何でしょうか？  

プロフィールに示すデータは本市の動

向を示すためのものであり、同一の方

法・精度で長期間にわたって比較検討

する必要があります。掲載のデータは

国勢調査を基盤とするもので、平成 22

年は最新のデータにあたります。 

 

６ 

２. JR唐津線の利用客について、「横

這いで推移しています。人口減少に伴

う明確な傾向は認められません。」と

ありますが、具体的なその根拠となる

データを教えて下さい。 

鉄道乗降客数関係表 追加修正しま

す。 

修

正 

７ 

３．路線バスの項で、今年から始まっ

た「新ふれあいバス・多久デマン

ドタクシー」についても記載され

たら良いのではと思いますが。 

また、平成 26年 1月からは自家用有償

バス（ふれあいバス）の路線再編や、

バス路線のない地域に ける乗合型タ

クシー（多久デマンドタクシー）の運

行を行っています。・・・を追記します。 

修

正 

５．計画検討にあたっての基礎的な要件（２）市民の環境意識 

８ 

１．「市民の環境意識調査」に いて

「“水質の保全”、“大気環境等

の保全”では、市民の では  

できない総合的取り  の推進が

行政に期 されています。またそ

の 項目については、  の生 

の中で考え、 行うべき行動につい

て、行政の ー ーシ プを期 

する内容となっています。」とあ

計画策定のための基礎調査の一環で行

ったものであり、概略については資料

編に 説を加えます。 
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りますが、 

① この「環境意識調査」はいつどの

様に行われたのでしょうか？ 

９ 

 

 

 

② それは公表されましたか？（公表

されたのであれ詳しく見て たい

ので市 HPのどこに掲載されていま

すでしょうか？）  

環境基本計画策定のための基礎調査報

告書としてとりまとめてあるため、情

報公開請 で参照願いたい。 

 

■第３章 施策 の展開 

 ２．市が取り む施策 

１０ 

 

【自然環境】 

 １. 市が取  施策の概要の項で、

「生 多様性プレ基本計画策

定・生 多様性プレ基本計画策定

の取り  を関係団体等との連

携に り研究を こなう」の「実

施期間」が【後期】・・平成３３

〜３５年とされているのは何故

ですか？ まず全ての基本とな

る計画を策定するのがあるべき

姿ではないでしょうか？ 

 

限られた予算内で関連施策を全て行う

には、その 施策との優先順位の調整

が必要です。関係各課・課内部での調

整結果であるとして了承願いたい。 

 

１１ 

2. 「外来生 の対策方法の検討」

は【継 】となっていますが、 

状で具体的に外来植 を多久市

として把握されていますか？ 

対策を行うには 状把握が必要なこと

は承知しています。本市ではアライグ

マ、セアカゴケグモなど人に危害を及

ぼす種の対策、ペ ト等の飼育管理の

徹底など外来種を野に放たないための

対策を先行して行うことを第 1とした

い。 

 

１２ 

3. 「林業者、農業者の担い手集積」

も【継 】となっています。農地

整備、耕作者・作 ・流通などの

課題を一体として検討とありま

すが、すでに整理はされたのでし

ょうか？ 

 状は、一体となった検討には至って

 らず、個別に対応しています。 

事業名を「林業者、農業者の担い手集

積」から「農業者の担い手集積」に変

更します。 

修

正 

１３ 

4.「森林機 の維 及び基盤整備」も

【継 】ですが、高性 林業機械

の導入は 実的な施策なのでし

高性 林業機械は、素材生産のコスト

低減や間伐材等搬出効率化のため、市

内の林業事業体（佐賀中部森林 合）
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ょうか？ 

 

が平成２０年度伐倒造材機（プロセ 

サ）、平成２４年度林内運搬車（フォワ

ー ）を導入 用しています。今後も

集材機等導入を計画されています。 

事業内容をコラムで紹介します。 

１４ 

5.「耕作放棄地対策協議 」について、

その内容・ 動を教えてくださ

い。   

 

地域に精通した農業団体、農業委員、

県及び市の代表者等で 成された 織

で、耕作放棄地の荒廃状況等調査、耕

作放棄地再生事業推進のため事業取 

者と土地所有者とのマ チング、また、

その事業計画・実績に基づく今後の方

策等について検討を行っています。 

 

１５ 

6.「継 ・新規」のうち、「継 」施

策項目が多くありますが、 時点

での成果や反省などのレビュー

はされたのでしょうか？ 

 

環境基本計画に位置づけるための施策

選定のために、担当課、関係各課の調

整 議に いて実施している。 

 

１６ 

7.「自然環境（里地里山）の保全」の

進捗 標として、「耕作放棄地 

消面積」が、「平成２４年度実績

の2.31haから平成３５年度

7.0ha」とされています。１０年

で約３倍の放棄地を 消しなけ

ればなりません。また、その間に

様々な理由に り新たな放棄地

が生まれる  性もあります。単

なる数値目標に終わらせない為

の強い施策はどういうものなの

でしょうか？ 

 

近年、農業者の高齢化、担い手不足、

農産 の価格の低迷等に り、耕作放

棄地が増加傾向にあるため、平成 22

年から「耕作放棄地再生事業（交付金

事業）」を 用して、耕作放棄地の 消、

発生防止に努めているところでありま

す。また、ご意見のと り、新たな耕

作放棄地の発生を防ぐため、農地の出

し手（売りたい、貸したい）と受けて

（買いたい、借りたい）のマ チング

のために県農地中間管理機 と連携し

た農地のあっせんを推進していきま

す。 

 

１７ 

【自然とのふれあいの場、機 の創出】 

１. 「水辺とふれあえる施設の整

備」、「自然観察 ・学習 の

開催」の実施期間が【後期】・・

平成３３〜３５年となってい

ますが、なぜこの様な「後期」

 

「自然観察 ・学習 の開催」につい

ては、実施期間を後期から前期に修正

します。また、担当課を生涯学習課と

学校教育課とします・ 

修

正 
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に設定されたのでしょうか？ 

 

関係課と連携して早期開催を目 しま

す。 

「水辺とふれあえる施設の整備」につ

いては、整備計画等の予定がないため

そのまま「後期」とします。 

１８ 

２. また、数値目標の「自然観察

 ・学習 の開催回数」が「平

成３５年度に１回」となってい

ますが、わずか１回とされた理

由は何でしょうか？ 

 

１回を２回に修正します。 

関係課と連携して早期開催を目 しま

す。 

修

正 

１９ 

３. 「水辺とのふれあい」満足度

を、平成３５年度目標に３５％

とされていますが、示された具

体的な３つの施策でこの数値

に到達するのでしょうか？ 

 

山に囲まれ海がない多久市に いて

は、「水辺とのふれあい」については河

川を 用するしかありません。H25 年

度中に多久駅東側に新規工事を行い、

それ以降につきましては河川（護岸）

の新設等工事の予定はありません。確

かにご 摘の うに難しい目標値かも

しれませんが、目標は少し高く設定し

ています。市民の満足度につきまして

は、計画の中間程度にて再度アンケー

トを実施予定です。その際の満足度の

割合にて目標値の変更も検討します。 

 

２０ 

【生 環境】 

１. 平成２２年度に「大気に関する

苦情」が劇的に減少しています

が、主な要因は何でしょうか？ 

 

苦情に関しては偶発的に起こる事象や

各人の受け取り方に るところが大き

く、発生件数は 年著しく変動してい

ます。 

 

２１ 

２. 「大気・騒音・振動・悪臭に関

する公害苦情の発生要因者 

の 導と立ち入り検査の強化」

とありますが、この対応は最終

段階時点のことであり、事前に

 ける対応手段の  と明確

化がなされているかを再検証

する必要もあるかと思います

が、如何でしょうか？ 

公害の未然防止(NO.20～22)と公害の

発生時の対策(NO.23、24）の両面から

の施策の推進を検討しています。 
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２２ 

 

３. 牛・鶏・豚等の糞尿の臭いなど

の対策については、 り積極的

な対応策、例えば糞尿の肥料化

事業化、バイオ技術施設での燃

焼・発電事業化などを検討され

たら如何でしょうか？ 旧ゆ

うらく施設の利 用に いて

も検討できるのではと思いま

すが。 

 在計画はありませんが、詳細な計画

検討の際の意見として、参考にさせて

いただきます。 

 

２３ 

４. 私が住んでいる多久町では不

定期ですが「バイクの騒音」が

あります。騒音規制法第１８条

第１項の規定を充てることが

出来ると思いますが、「常時監

視」に基づいた対応の実施を 

願いします。 

 

騒音規制法第１８条第１項での調査に

つきましては、平成２４年度に権限移

譲に り県 り市に移管され、主要幹

線道路を基本に計画をして、H２４年度

（県道多久～武雄線）を実施、H２５年

度に（県道多久～若木線）を実施して

 ります。H２４年度調査分につきまし

ては、担当課（市民生 課）にて閲覧

  ですので直接 尋ねください。H

２６年度以降は市のホームページでの

公表を検討いたします。また上記同調

査は、バイク、自動車も含 、バイク

の での騒音調査は難しいと思われま

す。 

②上記の主要路線以外での調査につき

ましては、市所有の騒音測定器に り、

年に数回に住宅地等の測定も市の職員

にて実施しています。個人的に 貸し

することはできない為、各区長を通じ、

地区からの苦情対応としての要望とし

て調査することは  と思われます。 

 

２４ 

5.「超微粒子状 質(PM2.5)」に関して 

は、多久市でも観測が始まり、佐賀県

の HPで公表されています。多久市役所

としても防災放送・HP や LINE などで

積極的な広報 動を 願いします。 

  

県 HPなどには「微小粒子 質(PM2.5)

観測の数値情報につきましては、 行

の県のホームページの情報等をそのま

ま、市のホームページに ンクする形

にて広報 動を実施します。１ 平均

で基準値を超えると予想される場合の

注意喚起方法は県の機関と連携しなが

ら、市の情報伝達網に り行います。
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の環境基準は１ 平均で３５μg/m3

以下、1  平均値で 70μg/m3 を超え

ると予想されたときは、報道機関、県

ホームページ、「防災ネ トあんあ

ん」、市町や関係機関等を通じ、午前

7時 30分、午後 0時 30分を目途に注

意喚起を行います。」とありますが、

一 のうち７０を超える が過 あ

りましたが「注意喚起」は為されませ

んでした。「光化学スモ グ注意報」

 たいに事前に注意喚起する方法は

ありませんか？ 

 

事前の注意喚起する方法につきまして

は、詳細な計画検討の際の意見として、

参考にさせていただきます。 

２５ 

6.「しずけさ（道路交通に るもの）」

の判定基準となるものは何です

か？ また、多久市のどこを測定

したものですか？ 

 

しずけさの判断は各人の感覚に ると

ころが大きく明確な判定基準はありま

せん。そのため、市民満足度に る 

標で目標を設定しています。また、本

市全域を対象とします。 

 

２６ 

７．「自動車騒音調査」が「調査全戸

数」とありますが、市内全世帯を

調査されたのですか？ （当家も

調査されたのでしょうか？） 

調査対象路線区間内にかかる全個数を

意味します。 

 

２７ 

８．騒音 標値（70dB：道路近傍騒音

レベル）の設定理由は何ですか？

測定するのは戸外それとも屋内で

すか？ 

「幹線交通を担う道路」に ける環境

基準として法律上設定されるもので

す。また、測定は戸外です。 

 

２８ 

【水環境の保全】 

１. 河川の水質汚濁の主な発生源は家

庭からの排水とあり、計画的な汚

水処理施設の整備が明確な課題と

なっています。多久市の汚水処理

人口普及率は４８.９％（佐賀県は

７６.９％、全国は８８.１％）と

ありますが、各町・区 のデータ

はあるのでしょうか？ またそれ

に基づいて各町 の目標値は設定

されているのでしょうか？ 

 

 

汚水処理人口普及率算出につきまして

は、各市町 に集合処理に位置づけさ

れる公共下水道及び農業集落排水事業

等の整備状況と個別処理に位置づけら

れる浄化槽の設置状況から汚水処理の

普及状況として算出され、その数値が

多久市に ける普及率はもと り、佐

賀県内の普及率、更に全国の普及率と

して公表されています。 

ご質問の各町・区 のデータはありま

せ。 

また、各町 の目標値も設定していま
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せ。 

２９ 

２. 「汚水処理施設の整備推進」は【継

 】となっています。「今後は汚

水処理整備 想の見直し検討を行

い、地域の実情にあった効率的か

つ効果的な手法に る整備を進め

る。」とありますが、具体的な施

策を教えて下さい。 

 

多久市の汚水処理整備 想の見直しに

つきましては、集合処理として公共下

水道、農業集落排水事業、ｺﾐｭﾆﾃｨ・ﾌﾟ

ﾗﾝﾄ事業、又、個別処理として浄化槽（浄

化槽設置整備事業（個人設置型）、市町

村整備促進事業等）の処理工法の中で、

地域の実情にあった効率的かつ効果的

な手法に る整備を進められる様に 

在比較検討中です。 

コラムに紹介します。 

 

３０ 

３. 「下水処理施設 の接 促進と生

 排水処理 の取り  の促進」

に於いて、市民 の説明 を行っ

て理 を深め、汚水処理人口普及

率の向上を目 す（平成2４年度：

４８.92％⇒平成３５年：６７％）

とありますが、市内各町 の目標

値はあるのでしょうか？ 

質問１．で回答した様に、市内各町 

の目標値はありません。あくまで多久

市の目標値として平成 35 年度を６

７％に定めています。 

 

３１ 

４. 「多久市内でホタルが見られる箇

所」が平成２５年で２０箇所とな

っていますが、具体的にはどこで

しょうか？ また、平成３５年度

目標が２５箇所とされています

が、具体的に目標とされている箇

所はどこでしょうか？ 

 

北多久町（西郷川、申川内川、今出川、

山犬原川、小侍川、高木川内川、）６河

川７か所 

西多久町（藤ノ川内川、板屋川、牛津

川、草木原川、向井谷川）５河川７か

所、 

多久町（吉野川）１河川１か所 

南多久町（瓦川内川、西山川、石原川、

今出川）４河川４か所 

東多久町（仁位所川）１河川１か所 

 

多久市ホタルマ プ り 全２０か所 

 

増やす目標箇所の選定は具体的にはし

ていません。同流域、 流域にて 状

維 しながら増やしていければと考え

ています。 
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また、市民の意識、関心を高める必要

があるため、コラム等を用いて紹介す

ることを検討する。 

３２ 

【快適環境】 

１. 「文化財の保全」の中の「拠点施

設としての郷土資料館の機 の拡

充」や「文化財の保存事業の推進」

が挙げられて、各種 動の実施が

記載されています。 在の人員・

予算でこれらの事が  なのでし

ょうか？ 

 

 在の人員・予算にて拡充・推進を図

っていきます。また、行事等の映像ア

ーカイブ保存は、国の事業等を有効に

 用して作成されています。 

 

３３ 

２. 「ふるさと賢人の顕彰事業の推

進」は大切なことだと思いますが、

過 行われた「志田林三郎顕彰」

の推進は、その後「まちづくり・

ひとづくり」にどの うに かさ

れているのでしょうか？ 

 

顕彰 では、志田博士の顕彰を行うと

同時に、子供たちに①理科大好きっ子

を育成する事業を、②郷土の先人を知

ってもらうことで、郷土に対して誇り

が て、郷土愛を育む事を目的とした

事業を展開してきました。平成２５年

度には多久市 もしろキ ズサイエン

ス教室（小学生対象に、理科の実験、

工作教室）を行いました。参加者は大

幅に増え、５つのブースに延べ１００

名を超える児童が参加しました。また、

県外に対しての情報発信を こないま

した。ふるさとの先人に関するエ セ

イを募集し、最優秀者一名を沖縄市で

開催された嚶鳴子どもフォーラムに派

遣し、多久の先人について発表を行い

ました。平成２５年１月には、顕彰 

顧問の信太克規氏と顕彰  員の志佐

喜栄氏の共著で、「志田林三郎傳」を出

版しました。同年４月には、市内３小

学校に志田林三郎顕彰碑を建立。志田

家の子孫を招き除幕式を こないまし

た。 

コラムにて紹介します。 
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３４ 

【景観形成と公園・緑地の整備】 

１. 「公園管理体制の強化」に いて

「地域住民が主体となった維 管

理体制の充実を図る」ということ

は、具体的にはどう云うことでし

ょうか？ 

 

 

市内には、都市公園、普通公園、その

 の公園がありますが、主に小規模で

地域の方々の憩いの場となる公園の 

常管理については、行政区や団体等に

 願いをし充実を図っていくこととし

ています。 

 

３５ 

２. 「景観整備事業の推進」に いて、

「多久市観光振興基本計画に基い

て多久   辺地区との説明 や

意見交  等を行いながら方向性

を め、景観地区の設定も含めて

景観事業に推進を図る。」とあり

ますが、多久市観光振興五カ年計

画での本事業の進捗状況は如何で

しょうか？ 

 

多久市観光振興計画は、 もてなし体

制の整備として「   辺の槙の生垣

の推進と花の もてなし、景観保全の

取り  」を計画しています。 

花のある美しい環境づくりについて

は、「多久美化クラブ」や「救護施設し

 ず園」等のボランティア 動に り、

一定の成果を上げて り、多久  を

訪れる人たちに喜んでもらっていま

す。また、平成２４年１０月に（ ）

 本観光振興協 主催の観光地合同美

化キャンペーンを実施しましたが、こ

のことを契機に昨年の１０月にも多久

   辺合同美化 動を観光協 主催

で開催し、多くの参加者で環境整備が

なされたところです。 

槙の生垣推進の取り  については、

まだ取り  が不十分であるため、今

後景観事業担当部署とも協力しなが

ら、地元との協議が必要になるところ

です。 

 

３６ 

３. 多久市に いて「管理不全な空き

家」は各町・区 に把握されてい

ますか？ 

 

平成 24 年度に市内全域の空き家の状

況調査を行って り、各町・大字 に

空き家の管理状況を把握している。 

 

３７ 

４. 「景観保全にかかる地区の関係区

民との意見交  や協議 の回

数」が、「平成３５年度：２回」

は目標値として十分でしょうか？

今後、景観地区（地域）を選定する際

には二回程度の話し合いを計画してい

るが、進捗状況に応じて内容を対応し
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（ちな に平成２５年度の実績は

０回となっています。） 
ていきます。 

３８ 

【地球環境】 

１. 「多久市地球温暖化対策地域推進

計画」の策定期を【後期】とされ

ていますが、なぜ【前期】ではな

いのでしょうか？ 

 

 

限られた予算内で関連施策を全て行う

には、その 施策との優先順位の調整

が必要です。関係各課・課内部での調

整結果であるとして了承願いたい。 

 

３９ 

２. 「多久市地球温暖化対策実行計

画」に いて最終年度の平成２２

年度には１７％の削減率を達成さ

れ、目標であった削減率：６％削

減を大幅に超えて達成されていま

す。しかし、平成３５年度の「市

の施設のCO
2
排出量」目標の基準と

なる年度を平成１６年度とされ、

しかも削減目標を「３．８％以上」

とされた理由は何でしょうか？  

 平成２２年度にはすでに５，４５９，

６４７ｋｇ（平成１６年度比：約１７％

削減）の削減を達成されています。こ

の目標では平成２２年度 りも排出量

は増えてもいいと受け取られますが？  

 

３．８％以上とした理由につきまして

は、国が平成 24年 11月にポーランド

で開催された（国連気候変動枠  条

約第 19回締約国 議）で出した CO2

削減の新たな目標値「05年比３．８％

削減」としたことで、その数値をあげ

ています。 

ご 摘のと り、排出量を増やしても

 いと受け取られますので、目標数値

の見直しを検討します。 

 前回までの国基準（京都議定書）時

の６％削減に設定します。 

修

正 

４０ 

【再生  エネルギーの導入】 

１. まず、多久市では平成１８年２月

に「多久市地域新エネルギービジ

ョン」を策定されました。 その

目的として、 

①「孔子の里」にふさわしい新エネル

ギーの導入推進 学問を大切にして

きた多久の歴史に習い、市民一人ひ

とりが、新エネルギーに関心が て

る うな啓発 動・環境教育を計画

します。 

②佐賀の県央、多久市の発展につなが

る新エネルギーの導入推進 県央とい

う立地条件を生かした、多久市の産業

施設や発生する副産 を利用した新エ

 

ビジョンの成果 

再生  エネルギー導入（太陽光発電） 

設置場所 

 １．旧北部小体育館(H18年度） 

 ２．東多久公民館（H19年度） 

 ３．多久 ず保全環境センター（H25

年度） 

 ４．旧恵光園跡地（H26年度） 

 ５．旧浄水場跡地（２か所、H26 年

度） 

 

①上記２～３の箇所は、発電量がわか

 



 

 

多久市環境基本計画（素案）に対するいただいたご意見と市の考え 
連番 いただいたご意見 市の考え方 

 

ネルギーを検討し、産業の 性化 と

発展させます。 

③  かな自然環境にやさしい新エネ

ルギーの導入推進 多久市の財産

である自然環境を かした新エネ

ルギー導入の  性を検討しま

す。  

 の３項目を掲げられています。 

以上を踏まえて、このビジョンの成

果はどの うになったのか教えていた

だきたいと思います。 

る表示を行い、３に関しては、見学箇

所等を併設して、市内学校の児童・生

徒が学習場所としても 用している。

（H25年度 り 用） 

②上記３～５については、地元の事業

所等に施設の管理（除草など）委託を

行なう。 

③上記の市の未利用地 用での事業で

は、自然を有効に 用した発電となっ

ている。コラム等を用いて紹介します。 

４１ 

２. 「公共施設 の設置推進」に い

て、その実施期間を【後期】とさ

れていますが、それまでの期間（平

成２６年度から平成３２年度ま

で）に いてどの うな検討をし

 うと思われていますか？ 

予算・人員・実施箇所の確保や関係機

関 の意向調整が必要です。 

 

４２ 

３. 「多久市太陽光発電設置事業」に

 いての市所有の遊休地を積極的

に 用する検討を進めてほしいと

思います。 

平成 24 年・25 年度市有の未利用を 

用した事業を進めています。今後も 

用  な場所があれば、推進したい。 

 

４３ 

４. 「メガソーラ発電見学」で広報啓

蒙 動はいい事だと思います。小

中学校の授業にも取り入れたらど

うでし うか？  

 

本年度は，多久町のメガソーラ発電所

にて，設置業者の 導の中で，小学生

の見学体験学習を２回計画しました。

来年度以降は，東多久町太陽光発電所

と合わせて，市内小学生の見学体験学

習を計画的に実施していく予定です。 

 

 

４４ 

５. 加えて市HPなどを 用して発電状

況の発信をしたら如何ですか？  

 

平成２６年２月２０  り市 HP に発

電状況がわかる うに掲示して りま

す。 

 

４５ 

６. 「再生  エネルギー導入啓発の

促進」として、国・佐賀県の補助

に加えて多久市に いても補助事

業を再開されたら如何ですか？定

住促進にもつながると思います

が。 

予算  び実施効果の想定、その 施

策との関連で施策の抽出を行っていま

す。関係各課・課内部での調整結果、

取り上げられなかった施策であるとし

て了承願いたい。 
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４６ 

７. 「各戸住宅用太陽光発電の導入

数」で平成35年度目標を４００箇

所とされていますが、その目標根

拠は何ですか？ 

備考部分に 説文章に「・・・申請件

数の推移傾向 り算出」を追加します。 

修

正 

４７ 

【省資源化対策・循環型  の  】 

１. 「多久市清掃センターに代わっ

て、小城市との広域処理のための

新たな施設の建設を進めていま

す。」とありますが、「建設を進

めています。」というこの表 は、

今時点で言えますか？  

 

「建設の計画を小城市と進めていま

す。」に修正します。 

修

正 

４８ 

２. 又、その計画の概要はいつ頃どの

様に市民に対して広報されるので

しょうか？ 

 

今後、多久市と小城市でご 処理施設

の設置、維 管理に関する事務を共同

で行うための一部事務 合を設置し、

事業を進めてまいりますので、一部事

務 合 り広報されます。 

 

４９ 

３. 「買 袋（マイバ ク）」の広報

啓発については、市民 の徹底と

云う事で各区長を通じた徹底した

展開を実施したら如何ですか？   

詳細な計画検討の際の意見として、参

考にさせていただきます。 

 

５０ 

４. 「コンポスト容器」について、私

は 用させて頂いていますが、市

が費用の一部を補助していること

を知らない人も多い うです。さ

らなる積極的な広報啓発 動が必

要と思います。 

市報等を 用して広報 動を行いま

す。 

 

５１ 

【環境保全体制】 

１.「学校教育に ける環境教育の推
進」の担当課名が「全体」となっ

ていますが、主体となるのは「市

教育委員 ・学校教育課」ではな

いでしょうか？ 「全体」とする

と推進がぼやけることにもなりま

す。    

 

主体となる課を筆頭に記入します。 

「学校教育課」とします。 

修

正 

５２ 

２.「新しい時代のコミュニティづく

りの推進」の実施期間が【後期】

とされているのは何故でしょう

地域の環境保全に関する新たなコミュ

ニティ 織の形成及び支援に関して

は、市民、市民 動団体やＮＰＯ法人
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か？ （仮称）まちづくり基本条

例の策定がその後進んでいない 

うに思います。この条例に関係す

るまちづくりのあり方も同様で

す。 

等、行政、議 の役割分担と参加・協

働の仕  など、自治体運営にかかる

総合的な 針、制度、推進体制の検討

を行うこととして り、実施期間につ

いては【後期】としています。 

５３ 

３.「地場農産 の消費拡大」につい
ては、 在１５以上の地方自治体

が参加して運営している「Japan 

SG」（ネ ト流通販売）に多久市

も参加し、市内の農家・事業者さ

んの特産 の販路拡大・販売拡大

を支援したらどうでしょうか？ 

詳細な計画検討の際の意見として、参

考にさせて頂きます。 

 

５４ 

４.「市立図書館 動の充実」に い
てその具体的な実施期間が【後期】

とされたのは何か理由があります

か？ 

 

後期を前期に修正します。 

 在の図書館には、「環境に関するコー

ナーを設け、関係資料を整備すること

で、手軽に情報を入手できる うにす

る。」ためのスペースがありませんが、

早期に、工夫して企画展として掲示す

る う努めます。 

修

正 

５５ 

５.「環境関連登録市民 織」が平成
２５年度で４団体とありますが、

その団体名を教えて下さい。 

 

環境関連登録市民 織数を環境 動協

力市民 織数に修正します。 

４団体は下記のと りです。 

・多久市そうじの  

・有明の海を守るふれあいの  

・多久美化クラブ 

・多久のゴミを減らそう  

修

正 

５６ 

【ご の減量・資源化プロジェクト】 

１. 「４R運動の推進」とありますが、

さらなる積極的な目に見える広報

啓蒙の取り  が必要と思いま

す。 

 

市の広報誌、ホームページ等 用しな

がら広報啓蒙を図っていきます。 

 

５７ 

【計画の推進】 

１. 「多久市環境審議 」はいつ頃設

置されるのでしょうか？ 

 

 

既に設置されて り、環境基本計画策

定の審議も行われています。概略は資

料編に示します。 

 



 

 

多久市環境基本計画（素案）に対するいただいたご意見と市の考え 
連番 いただいたご意見 市の考え方 

 

 

５８ 

【全体として】 

 １.「具体的な施策・事業名等」の中

には、予算・人員・年数などが必

須の項目もあります。その手だて

はどうなっていますか？ 

 

10 年間の計画の中すべての必須項目

の手だてをク アーしている訳ではあ

りませんが、施策の選定の際に実施 

 や必要性があると判断した施策を抽

出しています。施策の進捗管理の際に

はスケジュールを作成し、これをもと

に実施できる う管理していきます。 

 

５９ 

２. 最後に、市としてこの基本計画を

全市民に広報し、課題の共有と協

働の意識を高める取り  にも

 ー ーシ プを発揮されるこ

とをあわせて 願いしたいと思

います。 

 

第２章 多久市の目 すべき環境像の 

３．それ れの役割の中で、行政の果

たすべき役割を記載しています。市

民・市民団体・事業者と連携しながら、

ご 摘のと り ー ーシ プを発揮

して取 を進めていきたい。 

 

 


