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会 議 録 

会議の名

称 
令和 3年度 第 4回飯塚市環境審議会 

開催日時 令和 4年 2月 8日(火) 14:00～15:30 

開催場所 飯塚市役所 本庁 7階 委員会室 

出席委員 
依田委員、香月委員、石橋委員、堀委員、奥迫委員、今津委員、吉柳委員、黒

木委員、西谷委員、広田委員、梅澤委員 

欠席委員 佐藤委員、森山委員、梅野委員、河邉委員 

事務局 

職員 

市職員：永岡部長、福田課長、手柴係長、近藤、日掛 

策定支援事業者（九州経済調査協会）：能本主任研究員 

会議内容 

1 開会 

2 議題 

議題(1)第 3次飯塚市環境基本計画（素案）に係る市民意見募集結果について 

事務局より議題について説明後、事前質問について回答 

〇質問-回答 

【議題(1) 質問 No.1】資料１.市民意見募集結果_P3 

ごみの排出量削減回答「・・・市役所窓口において、生ゴミの減量化、

及び食品ロス削減に向けて、生ごみの水切りや食べ残し削減に関する啓

発を行いました。」とありますが、どの担当課の取組に基くもので、具体

的にどの窓口で誰に対してどのような内容の啓発を行ったのですか？ 

（年次報告書や実施計画のとりまとめ等には記述がありません） 

⇒【回答】 

本庁・各支所・交流センターにおいて、生活の中で実践できる食品ロ

ス削減の取組を紹介するポスターの掲示を行っています。また、庁内各

課において、30･10 運動推進のポケットティッシュを配架しています。

いずれも環境整備課を担当課とする取組で、全市民を対象としています。

これらをまとめて市役所窓口における啓発としています。 

 

【議題(1) 質問 No.2】資料１.市民意見募集結果_P4 

計画の推進についての回答「・・・環境問題を「自分ごと」として捉

えることを主眼に置いており、現計画で一部の市民・一部の事業所から

成る組織を推進主体として定めていたのに対し、全ての市民・全ての事

業所等を推進主体として定めております。・・・」とありますが、 

①現計画で、「自分ごと」になっていなかったことは、その要因を含め、

振り返りのどの部分に記述されていますか？ 

②第 3 次計画で「自分ごと」として捉えるために「全ての市民を推進主

体として定める」とありますが、具体的なしくみはどの部分ですか？ 

③「自分ごと」として捉えられているか定期的に評価（モニター）・公開
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するしくみの計画はありますか？ 

⇒【回答】 

①現計画で未達成の指標の多くについて、市民一人ひとりの取組が重要

である点に言及し、改めて「自分ごと」として捉える姿勢を重要視して

います。なお、ご質問いただきました要因については、基礎調査報告書

P58：市民アンケート調査結果中の「環境に関する取組の実施状況調査」

において、自治会等における環境活動への積極的な参加について、「今も

行っておらず、今後も行う予定はない」と回答された割合が高い点が挙

げられ、この解決のために重点施策として「教育・協働・連携の推進」

を定めています。 

②全ての市民を推進主体とするため、本計画中において重点施策「教育・

協働・連携の推進」を定めており、重点施策の具体的な事業内容につい

ては、各事務事業の実施計画を定めます。 

③市が主催するイベントや講座の実施ごとにアンケート調査を行い、意

識調査を行うことは可能ですが、調査対象はイベント・講座への参加者

に限定されます。 

全市民を対象とした意識調査については、5年後の計画改定時において、

策定時に実施した際と同様の、対象の無作為抽出によるアンケート調査

の実施を検討します。 

⇒【再質問・意見】 

振り返りの部分で「現計画で自分ごとになっていなかったことは、そ

の要因を含めてどの部分に〇〇されていますか」ということに対して、

要因は環境活動への積極的な参加が今も行っておらず、今後も行う予定

はないと回答された割合が高いと書かれていますが、これは要因ではな

く単に現状を言っているので要因を掘り下げて欲しいと要望します。②

のところに「重点政策として定めており」とありますが、これは具体的

に素案の中でどこに書かれているかわからないので説明してください。 

⇒【回答】 

この回答は、現計画で自分ごととなっていなかったと判断する材料と

して回答している部分もあると思われます。環境に関する取り組み、積

極的な参加について今も行っておらず、今後も行う予定はないと回答さ

れた割合が高い状況になった要因は色々な整理ができるかと思います。

市民意識の問題と捉える整理もできますし、市民が積極的に取り組むこ

とを促進する事業活動については、行政のみならず事業所や学校、環境

団体も行ってきており、それらが目標とするところまで十分に機能しな

かったという整理もできると思います。ただどのように整理するにして

も市民一人ひとりの取り組みが今後重要になってくるという点は事実で

あり、今後の施策の実施にあたって、市民参画によるマンパワーの確保

が重要であると考えております。 

重点施策については、素案 30ページの基本目標 1、2、3を実現に向け

た基本目標の横断的取り組みとして 協働連携の推進を重点施策として

定めて 1、2、3 と同じように施策方針、取り組みの方向性と定めている
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ので、そちらをご確認いただければと思います。 

 

【議題(1) 質問 No.3】資料１.市民意見募集結果_P5 

質問事項：回答の 1〜2 行にかけて、「自然環境及び生活環境に影響を及

ぼす可 能性がある事業活動について」とあります。この場合の「影響を

及ぼす可能性」 の有無を判断・判定するのは、誰でしょうか？ 

⇒【回答】 

ご質問をいただいております回答文中においては、「自然環境及び…事

業活動について、事業計画の届出を行い…」としており、ご指摘の文言

は、事業者に事業計画の届出と説明会の開催が義務付けられる事業活動

を指すものになります。 

よって回答文中において「…影響を及ぼす可能性がある事業活動」は、

飯塚市自然環境保全条例第 7 条に定める「計画面積が 1,000 平方メート

ル以上の事業」となります。 

ご意見を受け、上述の内容がより明確となるよう回答文を修正致しま

した。 

⇒【再質問・意見】 

私の質問についての回答としてはよくわかりました。ですが横に書い

てある補足資料の修正案の方の文章についてお尋ねしたいことがありま

す。赤字で書いてあるほうの文章です。これは市民の方から寄せられた

意見・質問についての回答として提示された案ですね。ここの市民のご

意見に対しての回答の中で、私が No.3で取り上げていただいていた、ど

ういうことをやっている人が自然環境及び生活環境に影響を及ぼす可能

性がある事業者とみなされているのかということが、私の質問について

の回答では明確に書かれているのですが、こちらの市民の方の回答には

はっきりとは書かれていないように思います。つまり市民の方がこの回

答を読まれたときに、その対象者が計画面積 1000m²以上の事業を行う事

業者であるということが文章としてすんなり伝わって来るとは私はちょ

っと読めませんでした。まず条例が定められていて、その条例に基づい

て、こういう人たちには、事業を行う人たちには説明会でもちゃんと行

うようにとやってますよということ、それがどういう人かということを

はっきり述べられていたほうがいいのではないかというのが一点です。 

 次に、この修正案の第二段落の終わりの方、届け出された事業計画に

ついて周知閲覧に供しており、計画の市民への周知に努めておりますと

いう部分ですが、この事業計画についての周知閲覧をどこでどのように

してやっているかというのを書いた方が意見を述べられた方は、それな

らそこを見れば良いのかというのがはっきり分かるのではないかと思い

ます。この周知閲覧に市民の方が見られるようにしているというのは、

どういう形でこういう閲覧ができるようになっているんでしょうか。 

⇒【再質問・意見についての回答】 

閲覧に特化してお答えしますと、 ホームページはもとより、各支所が

あり、そこにどういう事業がいつから行われますというペーパーも含め
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て閲覧できるような状況にあります。ただ、市民の方に回答する中身と

してはちょっと丁寧さが欠けていたようにもありますので、回答の部分

についてはもう少し丁寧に詳しく、一般の方もみてわかるような回答の

仕方に変えたいと思います。 

⇒【再質問・意見】 

次の段落の学識経験者で構成される自然環境保全対策審議会において 

審議を行うとありますが、この審議会が調査審議をどの時点で行ってい

るのか、つまり事業が提案されて審議会の方にこれ妥当ですかというふ

うにされているのか、それとも市民の方たちが計画をご覧になって、こ

れを調べてくれませんかと申し立てなどしたときに審議会で審議されて

いるのか、そこはどんな仕組みになっていますか。 

⇒【再質問・意見についての回答】 

自然環境保全対策審議会において調査、審議ということになりますと、 

審議会は定期的に年 4 回ほど開催をしております。その間届出があった

事業について、事業の中身についての状況を報告するとともに、今後ど

ういうふうなことを注視していかなくてはいけないかという審議を行な

います。 合わせて市民の方からこういう生活環境の影響があるという申

し出を受けてそれを審議いただくということもあります。従って基本的

には問題があれば言っていただければこの審議会で審議・調査を行うと

いうことになります。 

⇒【再質問・意見】 

その点についても 市民の方の意見の方で、安全面でも心配ですとか、

あるいは景観を損ねているとか、この意見を出された方が持ってらっし

ゃる不安に対して答えるような形にするにはもう少し受け入れ態勢がで

きていますというようなことを回答のほうに書かれた方が、質問された

方は納得されるのではないかと思いました。この回答自体について、今

日の環境審議会のメンバーの中で話をするときの文言としてはこれで 

いいと思いますが、一般の方で「メガソーラーばかり目につくようにな

った大丈夫かな」などと思った方に対しての回答としては、要望につい

ても分担についても工夫なさったほうがいいのではないかと思います。 

⇒【再質問・意見の回答】 

ご意見ありがとうございます。市民意見への回答としては、今回ご意

見いただいた内容を参考に、新たに追記を行いたいと思います。 

 

【議題(1) 質問 No.4】資料１.市民意見募集結果_P5 

計画の推進体制についての回答「・・・P3「図表 1-2 計画の期間」に示

すとおり、毎年実施計画の見直しを行い・・・」とありますが、 

①P3→P2 の間違いです。 

②現計画では環境審議会の提言を受け、飯塚市環境プラン推進会議が毎

年協議する会議を開催して見直すとなっています。しかしながら、会議

が開催されたことはありません。 

第 3次計画ではどの組織が見直しを行うのですか？ 
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（現計画での実施計画のとりまとめ、年次報告書はなくなるのですか？） 

③素案 P3の環境審議会はどの組織に提言するのですか？ 

⇒【回答】 

①ご指摘ありがとうございます。回答文を修正します。 

②現計画においても、各事務事業所管課による事務事業進捗・実施状況

については環境整備課が取りまとめ、年次報告書についても各事務事業

実施状況と各評価指標の状況をもとに環境整備課が作成しています。 

第 3次計画においても同様です。 

③飯塚市環境基本条例第 18条に定めるとおり、環境審議会は市長の諮問

に応じて調査審議をすることとしているため、提言は市長（＝市）に対

して行います。具体的な流れとしては、事務局（＝環境整備課）を通じ、

各事務事業の所管課に対して質疑・意見を投げかけます。 

⇒【再質問・意見】 

第 3 次計画での計画の見直しの件ですが、回答の内容からすると、現

計画と市の中での推進の仕方は全く変わらないという内容になっている

と判断されます。今までは環境審議会の意見、提言を飯塚市環境プラン

推進会議に提出して、この会議で見直しを行うことになっていたと思う

んですけど、第 3 次計画では推進会議自体がなくなっているということ

で 全部事務局になっているんですね。事務局は事務処理だけで責任全く

ないし、審議する場もないということになると思うんです。事務局があ

るんだったら市の組織をせめて一年に一回ぐらいは集めて、今の計画で

いいのかといった見直しの場が必要ではないかと思いますが、そこは計

画とか何とかありませんでしょうか。 

⇒【再質問・意見に対する回答】 

第 2 次計画で定めております環境プラン推進会議については設置規定

が ありまして、組織としては毎年、事務事業実施計画、事務事業一覧を

出しておりますけれども、そこに集まる事務事業を担当している関係各

課長と、会長として環境整備課長が組織として成り立っております。こ

ちらについて、第 2 次計画に定めております施策事業の調整、環境基本

計画の進行管理、各主体との連携調整、各主体の行動支援、普及啓発、

率先行動とありますが、こちらとしましてはここに定めていることは全

て招集をしなくてもできているという認識でございます。といいますの

が 、毎年度審議会の方に報告をしておりますが、事務事業の実施状況一

覧・実施計画、年次報告書を以て施策事業の調整、環境基本計画の進行

管理を示していると考えています。各主体との連携調整についてはその

報告書を作成するにあたって連携調整が取れていると考えております。

主体の行動支援、普及啓発につきましても、庁内掲示板を通じた情報提

供やクールビズの実施等これらも環境整備課がやっております。庁内に

おける取り組みというのがこれに当たると整理しています。 率先行動に

ついては実施計画に示す事務事業がそれに当たるという整理です。よっ

て、環境整備課が事務局でそれが各組織として動いていくという現計画

における体制と第 3 次が変わりないという点ではそうでございますが、
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こちらとしてはそれで十分に実施をしていけるという判断をしている次

第であります。 

⇒【再質問・意見】 

この基本計画は達成するためにあるわけですよね。達成するためにこ

れを定めるわけですよ。達成することが目的です。それには責任が伴う

と思うんですね。市民は市民の責任がある。市の組織は組織としての責

任がある。では市長の次の責任者は市役所の組織では誰ですか、どこで

すか。推進責任者、実行責任者は誰ですか。 

⇒【再質問・意見に対する回答】 

設定されている目標値の達成状況に対しての責任、というのであれば、

そこを目指して取り組むのは各主体です。それは行政に限らず市民、事

業所と学校、環境団体それぞれ明記はしているので、達成ができなかっ

たことがどこの責任になるかということはいえないと考えています。た

だ行政が実施している事務事業について、その実施状況や成果について

の説明責任は事務事業の所管課が負っている、そういう整理です。 

⇒【再質問・意見】 

誰もが本気になっていないということなんですね。達成できてない一

番の要因はそこだと思うんです。自分ごとになってない。本気になると

いうことを形で示さないと市民はついてこない。その本気度を何らかの

形で示すということをぜひ組織の中でやっていただきたい。 

⇒【再質問・意見に対する回答】 

いずれにせよ環境審議会の中で毎年見直しが行われることになります

ので、その辺でそれぞれの成果が上がってくる、そこでまたいい知恵を

回してやっていくのかなと思います。 

⇒【再質問・意見】 

どこのページの何というのではないのですが、市民とかそれぞれの主

体が自分ごととして捉えるというのはいいことのように思えますが、何

それ？という感じもします。本当に何をどう捉えて良いのか。関心はそ

れぞれにあると思いますがその度合いも違うし、現在自分が何も困って

なければそれほど関心ないだろう。だから例えば自治会で何かをやると

した時に、誰を講師にとか、どんな人材がいますよとか、こんな環境団

体がこんなことやってますよというようなもっとアプローチしやすいも

のがこういう中にもあると、見た時に、あ、こういうことを考えなきゃ

いけない、じゃあこの人にお願いしてやってみようかということにもな

ると思うんですけど、個人個人が普通に毎日生活している中で、自分ご

ととして捉えると言われてもなかなか難しいと思うんです。もう少し具

体性があるものがないと、何かこのままずるずるいってしまうだけなの

かなと。2050年には CO2ゼロとか言ってますけど、そんなこと不可能と

しか思えないんですよね。だから勉強する場も欲しいし、そういうもの

を積極的に作っていかないと、地域なんかでそういう話をしようかと集

まってくる人はもともと関心がある人たちなんですよ。関心のない人を

どう惹きつけるかとかそういうことをもしきかれた場合に答えていただ
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けるんでしょうか。 

⇒【再質問・意見に対する回答】 

1 月 23 日に SDG’s のシンポジウムを開催しまして、講師の横山先生

からは 17 のゴールを達成するためにそんなに難しく考えることはない

と、 日頃なんでもいい、ゴミのことでもいい、自分がぱっと気づいた時

に、食品だったらもったいないとか単純にそういうことからでもいい、

そういうところから始めましょうという内容だったんです。その時に飯

塚第二中学校の生徒さんが環境問題を考えて取り組んだことを発表して

くれたが、私たちにはない目線で自分たちも考えさせられる内容でした。 

何が言いたいかというと、本当に気づいたところから始めていく、そ

の輪が広がっていく、気付いたらそこから始めるんだということ。私た

ちは何をすればいいのという人は確かにたくさんいると思います。第 3

次計画を機にそこら辺はどんどん啓発して行きますし、市民の方も各企

業、各団体等の協力なくしてはこの計画の達成、持続はありえないと考

えておりますので、理解とご協力を再度お願いしたいと思います。 

⇒【再質問・意見】 

学校などの組織はバックアップしてくださる先生方もいらっしゃる。

だけど市民がということになると、例えば自治会といったって自治会会

員は半分くらい、老人会に至っては 1割いくかいかないかですね。 そん

な状態でやるならば、これを見たときに自分はどこにアプローチしたら

何がやれるのか、知識を得られるのかとか、そういう活動をしている組

織というのをここに載せて欲しい。環境団体の一覧を以前一枚いただい

たが、そんなのをここに入れるとか、自分がどうしたらいいかというと

ころが欲しいと思います。  

⇒【再質問・意見に対する回答】 

計画に載せる載せないは別として、今おっしゃった意見は貴重だと思

いますので、一人一人にどういうふうに訴えかければ、投げかければ、

アプローチしていけば心を動かせるかということを慎重に考えて今後取

り組んでいきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

⇒【再質問・意見】 

1月の SDG’s のシンポジウムにしても全然本気じゃなかったし、自分

ごととして開催されてないと僕は思いました。なぜなら、例えばアンケ

ートの鉛筆。僕返却しますと言ったら怒られましたよ。持って行ってく

ださいと。ああした使い捨ての鉛筆を環境のシンポジウムで配って、あ

れどうするんですか、結局ゴミになるだけですよね。ポスターにしても、

市役所の中にあるポスターは中止になっているのにそのまま掲示されて

いましたよ。それを誰も気がつかない。誰も言わない。貼った本人もそ

れを訂正していない。プログラムにしても、シンポジウムがなくなって

いるのに訂正もされていない。そのまま配っていましたよ。アンケート

もしかり。あんなアンケート取るよりか、座席の番号を書いたのがある

からそこに名前を書いて集めれば、あんなアンケート用紙はいらないと

思います。それから会場前にたくさん立てられていたのぼり。あれなん
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か本当に意味があるのか。環境について考える会議にあんなのぼり、誰

が考えてその費用を出したのか非常に疑問です。だから自分ごとという

のは簡単ですけど、いざやってみるとその内容が本当なのか、本気なの

か。本気だったらもっとたくさんの人が参加できるような手段を考える

と思います。あれては本気ではないと少なくとも僕は思いました。そう

いう意味でもいろんな人の意見を聞いて見直して欲しいと僕は思いま

す。 

【再質問・意見に対する回答】 

こういうイベントをやる時にどうすればいいのかというご意見です

が 、いろいろとお知恵をいただきながら進めて行きたいと思います。 

 

【議題(1) 質問 No.5】資料１.市民意見募集結果_P7 

回答には、第三次基本計画が「PDF形式の電子データで公開」され  

る予定と記されています。電子データでの公開であれば、関連条例につ

いては、 URLを掲載するより、当該条例の公開ページにリンクを張り、

例えばワンクリックでジャンプできるようにしてはどうでしょうか？ 

⇒【回答】 

ご提案の電子データの本文中から、該当の条例ページがワンクリック

で開けるよう設定したいと思います。 

 

【議題(1) 質問 No.6】資料１.市民意見募集結果_P7 

第 3 次計画について、PDF 形式の電子データで公開予定とありますが、

今までのような手に取って見ることができる製本した物は無くなるとい

う事でしょうか？ 

⇒【回答】 

本市における『第二次行財政改革実施計画（後期計画：R1～R5）』にお

いて、ペーパーレス化の推進の一環として、『各種計画書のデータ化によ

り印刷製本することを見直し・廃止し印刷製本費の削減を図る』として

います。紙ベースの計画書が必要となる場合は、データ化された計画書

を改めて帳票することが必要です。 

 

【議題(1) 質問 No.7】資料２.計画書素案_P2 

3 年間分の計画を毎年見直します、とありますが実施計画を示してほし

い。3年間分の毎年見直しとはどういう事でしょうか。 

⇒【回答】 

第 3 次計画に基づく事務事業実施計画については、3 月に開催予定の

審議会において、議題とする予定です。 

実施計画の期間は 3 年間としていますが、社会情勢や市民生活を取り

巻く環境の変化に対応するため、毎年実施計画を見直すことにしていま

す。例えば、令和３年度に策定した実施計画の計画期間は、令和 4 年度

～令和 6 年度を計画期間となりますが、令和 4 年度に内容を見直し、令

和 5 年度～令和 7 年度を計画期間とした改訂版を策定するというイメー
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ジです。 

※【補足説明】 

質問 No.7 吉柳委員からの、実施計画についてのご質問について、補

足で説明いたします。 

実施計画については、次回審議会において議題とする予定ですが、こ

のたび新たに第 3 次計画の計画期間に入って初の事務事業実施計画とな

り、現行の第 2 次のものとは、少々様式が異なるものになります。今回

ご質問をいただいておりますので、これを機に事前にご説明いたします。 

質問 No.7補足資料【第 3次飯塚市環境基本計画に基づく事務事業実施

計画（一部抜粋）】をご確認ください。 

次回審議会における議題資料として提示する予定としております、事

務事業実施計画の一部を抜粋して示しております。 

実施計画一覧については、本来 A3で帳票するものを今回補足資料とし

て一部抜粋の形で、A4で収まるように縮小しておりますので、文字が小

さく見にくくなっている点についてはご了承ください。今回の補足説明

としては、あくまで実施計画の大枠の形をお示しできればと思います。 

第 3 次計画においても、現行の第 2 次計画と同様に、基本目標・施策

方針・取組の方向性といった、施策体系に紐づいた形で事務事業を設定

します。設定した事務事業一覧については、毎年度見直しを行いますの

で、新規に事務事業を追加、または廃止を行うことも検討します。 

今回補足資料に記載しています表を例にとりますと、例えば取組の方

向性「まちなか美化活動の推進」に係る、新規の事務事業が立案された

場合、現時点では事務事業 No.221-4までしかございませんが、新たに事

務事業 No.221-5として、新規事務事業が追加される、といった形になり

ます。 

続きまして、補足資料中、赤枠で囲っております※１の部分について

ご確認ください。 

この赤枠の箇所が、その事務事業について、どの程度実施したのか、

または成果としてどれ程のものが上がり、継続して実施する上でどのよ

うな課題があるのか、といったところを示しております。 

この部分について、現行の第 2 次計画から変更を加えております。現

行の計画においては、事務事業の実施状況評価として、100%達成、50%

以上達成…等の自己評価を行っていましたが、この評価方法については、

本審議会においても「わかりにくい」「ホームページに掲載しただけで

100%達成でいいのか」といった声があがっておりました。 

こうした声も受けて、第 3 次計画の事務事業においては、各事務事業

ごとに実施状況を図る指標を設定し、実施計画として目標値を定め、そ

の達成度合いを以て評価を行うこととしております。補足資料に記載し

ておりますボランティア袋の交付事業を例にとりますと、交付枚数と、

交付によって行われた清掃箇所数を指標として設定しています。 

また、現行計画では、各事務事業について「～を行った」等の成果の説

明のみを記載しているものも多くありましたが、第 3 次計画では、成果
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に加えて、課題を記載し、事業を継続するにあたって次年度に向けて解

決すべき課題を明確化しております。 

続いて、同じく赤枠で囲っております※２の部分についてご確認くだ

さい。 

委員より「3 年間分の毎年見直し」についてご質問をいただいており

ますが、この部分で 3年間分の事業の方針を示しております。 

この部分では、先にご説明しました「成果」と「課題」に基づき、次

年度以降の改善策を示しているほか、次年度以降 3 年間の事業の成果の

方針として「拡充」「維持」「縮小」「廃止」の 4段階で定めています。 

ここに示す 3 年間分の事業の方針も含めて、最初に申し上げましたと

おり事務事業一覧について毎年見直しを行いますので、計画本文中に「3

年間分の計画を毎年見直し」と記述している次第でございます。 

以上、吉柳委員からの質問に対する補足説明とさせていただきます。 

 

【議題(1) 質問 No.8】資料２.計画書素案_P7 

（２）第 3次飯塚市環境基本計画における評価指標の達成にむけて 

⇒そのために自助のみではなく、行政としてどの様な対応・施策を講じ

るのか示してほしいです。 

⇒【回答】 

具体的な取り組みについては、実施計画を策定いたします。 

 

【議題(1) 質問 No.9】資料２.計画書素案_P15 

『里山への保全活動への参加を促します。』について今まではどの様な活

動がありましたか？ 

また、今後どの様に市民参加を促す取組を考えていますか？ワークショ

ップで意見をつのりますか？ 

⇒【回答】 

現行計画においては、取組の方向性『里地・里山の保全』の事業の一

環として、農地の多面的機能を発揮させるための取組としての多面的機

能支払交付金事業、中山間地域等直接支払交付金事業などの補助金交付

事業を行ってきたほか、森林保全団体の活動についてイベントの開催時

等における広報支援を行うなどの取組を行ってきました。 

広報支援を行ってきた森林保全団体が取り組む活動としましては、市

民参加型のたけのこ掘りや、自然観察会、鮭の稚魚の放流活動などがあ

りました。 

今後の取組については、直近（令和 4 年度）の事務事業実施計画につ

いて 3 月の審議会において改めてご報告しますが、放置竹林問題解決の

ため、竹粉砕機の貸出による市民団体・市民への活動支援を検討してお

ります。 

また、ご意見いただきましたように、将来的にはワークショップで出

た意見をもとに取組を始めることも検討します。 
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【議題(1) 質問 No.10】資料２.計画書素案_P19 

目標値 0に達するための現状値 57件の内容は市民が知りえているのでし

ょうか？（私は知りません。） 

⇒【回答】 

公害の種類別の件数の内訳については、統計いいづかなど、市の HP

上で公表しております。 

 

【議題(1) 質問 No.11】資料２.計画書素案_P22 

図の表す意味は？対比ですか？ 

⇒【回答】 

図表では、推計結果が何に由来しているのかを表しています。正確な

対比ではありませんが、温室効果ガスの排出量は、二酸化炭素が大部分

を占めることをイメージしています。 

※【補足説明】 

素案の 22ページ中ほどに推計の対象となる部門・分野のイメージ図が

ありますが、薄い緑色の部分と濃い緑色の部分の比率は何ですかという

質問でした。こちらはイメージ図であり、飯塚市で排出される温室効果

ガスのうち、エネルギー起源の CO2 が殆どを占めており、その割合が左

側ということです。こちらについては環境省の推計値があり、独自推計

ではなく今後推計を統一しようということで環境省の推計値を使うとい

う説明です。エネルギー起源の CO2 以外については独自推計になり、こ

ちらはメタン、一酸化二窒素といった比較的排出量の少ない部分に当た

りますが、そちらの独自推計の部分ということで概念図を示しています。

比率はもう少しエネルギー起源の CO2 以外の部分が少ないのですが、文

字が入らなかったのでデフォルメして書いています。 

⇒【再質問・意見】 

普通グラフは量が書いてあったり、比較する物が書いてあるものだが、

イメージということであればこれでいいんでしょうね。私自身は分から

ないので専門的なところでお願いします。 

⇒【再質問・意見に対する回答】 

概念図というような文言をつけておけば混乱もなかったのかなと思い

ました。こちらを推計した数字は、例えば 26ページの図表の 4の 7、こ

ちらに二酸化炭素の量と一酸化二窒素、メタンの量のグラフがあります

が この割合の概念みたいなものが先ほどの 22 ページに示してあるとい

うふうにご理解いただければと思います。なので CO2 以外の部分がかな

り少ないということがご理解いただければと思います。 

 

【議題(1) 質問 No.12】資料２.計画書素案_P28 

図表 4-9 

注（※１）（※２）特段の対策を講じない場合と対策を実施した場合とが

あります。特段の対策とは何を想定されて（指して）いますか？ 

⇒【回答】 
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福岡県地球温暖化対策実行計画では、福岡県の取組として、各種再生

可能エネルギーの最大限の導入、水素エネルギーの活用、省エネ住宅の

普及促進、省エネルギー機器等の導入、電動車の普及促進などが想定さ

れています。 

※【補足説明】 

図表 4 の 9 の特段の対策とは何を想定されていますかということです

が、この図表 4 の 9 は福岡県の推計値になっておりまして、福岡県の地

球温暖化対策実行計画という今まさしく策定中のものから抜粋していま

す。 この計画の中で福岡県の取り組みとしては、各種再生可能エネルギ

ーの最大限の導入ですとか、福岡県で今力を入れております水素エネル

ギーの活用、省エネ住宅の普及促進、あるいは省エネルギー機器などの

導入 、電動自動車の普及促進というようなところが対策として想定され

ています。ただ、計画の中では色々細かい対策など書いておりますけれ

ども、こちらは大枠の対策ということになっています。 

 

【議題(1) 質問 No.13】資料２.計画書素案_P31 

「自治会や交流センターでのイベントや交流を積極的に支援する」 

積極的に支援とは具体的にどのように取り組むのですか？自治会等未加

入者の相当の割分で増えている⇒そういった市民への対策が必要では。 

ワークショップ・イベント・多様な活動団体をつなげていくネットワー

ク形成について、具体的にどのように支援を考えてありますか？ 

⇒【回答】 

直近（令和 4 年度）の事務事業実施計画については 3 月の審議会にお

いて改めてご報告しますが、自治会への加入者の確保については、「自治

会加入促進事業」にて自治会と連携して取り組んでおります。具体的に

は、転入転居者への啓発、のぼり旗等の設置、自治会長が加入勧誘を行

いやすいよう身分証（バッジ・身分証明書）を作成するなどですが、今

後もこの取組を継続していきます。 

ワークショップ、イベントについては、昨年度実施したワークショッ

プでの大学生の意見を踏まえ、まずは、地域の学生や若い世代の人たち

が気軽に参加できるような形で開催し、ゆるやかなつながり、連携を形

成し、それをネットワークにつなげていくことを想定しています。 

 

【議題(1) 質問 No.14】資料２.計画書素案_P32 

地域で講座やセミナーの講師を担う人材を育成、とありますが、人材育

成をどのような方法で取り組む予定ですか？ 

⇒【回答】 

環境問題などに興味関心のある市民に国や県、大学などの講座、研修

を受けてもらったり、市内に限らず広域的に活動している方々との連携

を深めていくことを想定しています。 

 

【議題(1) 質問 No.15】資料２.計画書素案_P32 
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市民意見募集で、幼稚園・保育園での環境教育の推進に取り組みの回答

を計画の中に文書化するべきではないでしょうか？ 

⇒【回答】 

『③小中学校における環境教育の推進』については、市立の小中学校

に対する情報提供を行う際に、校長会・教頭会等を通じたアクセスが比

較的容易である理由から、取組の方向性として個別に記載しています。 

市民意見募集の回答文にも記載しておりますとおり、幼稚園・保育園で

の環境教育の推進については、イベント開催や出前講座の実施による取

組を考えており、これらの取組は全市民を対象とするものであるため、

幼稚園・保育園のみを対象とした取組の方向性について、個別に記載は

しません。 

⇒【再質問・意見】 

小中だけでなく保育所、幼稚園も園長会とか市民会議とかあるので、

その場で教育委員会などを通じてのアクセスができると思うんです。そ

ういうとろで言っていただいたりされると、子供たちすごく環境のこと

に、むしろ小さい子の方が入りやすかったりすることが結構あったりす

るので、いろんなことに取り組んでいくことになるのではないかと思い

ますので、そこのところでアクセスとっていただくと違うかなと思いま

す。 

⇒【再質問・意見の回答】 

市立の幼稚園、保育所は確かにございますので、そこは特に比較にな

らないと回答を作成したあとに考えました。もちろんそういった取り組

みは小さい子の方が浸透しやすいといったことあると思います。市とし

ましてもグリーンカーテン等の事業については、近隣の保育所に呼びか

けたりなど、現在も具体的な取り組みを進めているところではあります。 

 ただ計画書に書く内容としましては、文科省の学習指導要領で、まず

環境教育として初めて出てくるのは小学校 1、2年の生活科なんですけれ

ども、ここはまだ自然のふれあいとか自然を慈しむ心の醸成みたいなと

ころで、本格的に地球温暖化とか扱ってくるのが小学校 3、4年生になり

ます。ここで飲料水、電気、ガスの確保や廃棄物の処理と自分たちの生

活や産業との関わりとか、節電などの資源の有効な利用といった私たち

が環境問題として普段取り扱う内容に初めて取り組むのが 3、4年となっ

ています。 

ですので、市としましては 授業に取り組む上、アプローチをする上で

は土壌ができていた方がやりやすいということもありますし、文科省で

定める背景もありますので、計画書に記載する上では小中学校に関する

取り組みに限定するようにしています。もちろん幼稚園、保育所に向け

た取り組みは、広く対象を取った取り組みの方向性の中で進めていくと

いう考えではあります。 

⇒【再質問・意見】 

小中校に絞って書くのはどうかなという感じはちょっとしています。

じゃあ高校生はいいのかとか、大学生はいいのかとかいう話になってし
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まうので、小中校に絞らなくてもいいのではないかという感じはします。

特に上の方では一般の方に対する学習がされているので。 

⇒【再質問・意見の回答】 

私たちは全市民を対象にしており、小中学校の児童生徒だけを対象に

しているわけではありませんので柔軟な書きぶりにする、そのような対

応をさせていただきたいと思います。 

⇒【再質問・意見】 

そうですね。例えば学校教育における、といった書き方にするとかあ

ると思います。 

 

【議題(1) 質問 No.16】資料２.計画書素案_P32 

(2)取組の方向性 

①エコ工房への期待が大きいと思いますが、従来から交通アクセスの問

題もあります。行政として、環境問題に取り組む場としてエコ工房が利

用しやすくなるよう考える必要があるのではないですか？ 

ボランティアの活用も必要になると思われますが、資金面での補助等考

えていますか？ 

⇒【回答】 

エコ工房は、環境保全に関する情報提供、リサイクル意識の高揚、学

習体験等の場の提供を設置目的とした施設であり、本市が環境啓発を行

う上での本拠地とすべき場所でもあります。ご意見いただいております

とおり、従来から交通アクセスの問題があるため、出前講座の拡充によ

り、来館の負担をかけずに環境啓発に取り組む方向を進めています。 

また、現状開催している『自然体験プログラム』においても講師謝礼

金を予算計上しているほか、イベント開催時に必要となる消耗品費も予

算計上し、事業実施に係る予算支援を行っています。 

ご質問いただいておりますボランティアの活用の際にも、同様の形で

の予算支援を検討いたします。 

 

【議題(1) 質問 No.17】資料２.計画書素案_全体 

レイアウトが難しいかもしれませんが、SDGs のゴールについての説明

は、SDGｓの記載が初めに出てくる、基本目標Ⅰの前に移動した方が良い

と思います。 

⇒【回答】 

デザイン構成を作成し、最終的なページ繰りが決定した段階で、スペ

ースを勘案し基本目標Ⅰの前に移すかどうか検討したいと思います。 

 

【議題(1) 質問 No.18】資料２.計画書素案_全体 

コンパクトにまとまっていますが、文字が多く、市民の方が目を通して

いただけるか疑問です。環境基本計画の認知度も低い中で、どうすれば

良いでしょうか。第 1 次の時は、目指すべき環境像として見開きのイラ

ストを入れたりして、子どもたちにも関心を持ってもらうよう工夫しま
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した。 

⇒【回答】 

現段階の原稿は文字と図表のみですが、この原稿をもとにデザイナー

に依頼して最終的なデザイン構成をいたします。その際、写真などを挿

入する予定です。 

※【補足説明】 

計画書のデザインについてのことですが、まず 2 ページ目の SDG’s

のホール一覧というのを項目表の 1 の前に移動してはどうかというの

と、素案全体がコンパクトすぎて文字が大きく読みづらいということで

した。こちらについては、素案の部分ではなるべく一つの塊を 1 ページ

に収めるという意図もありまして、ちょっとぎゅうぎゅうになってはい

るんですが、これはあくまでも素案でして、これをもとに印刷会社のデ

ザイナーに頼んで校正に流しますので、もっと読みやすくなる予定です。 

そのイメージですが、みなさんのお手元にある質問 No.18の補足資料、

これがレイアウトの基本になり、基本目標ごとに色を変えるなどして見

やすくするということと、余白などに写真、イラストなどを入れてわか

りやすくするということを心がけたく、現在デザインを作っているとこ

ろでございます。また今回この審議会で内容が固まり次第デザインの方

に流してレイアウトを確定いたします。 

その中でページ繰りの関係で依田先生のご意見どおりに移せないかも

しれませんが、なるべくご意見に沿うような形でデザインを考えたいと

今の段階では考えています。 

 

【議題(1) 質問 No.19】資料２.計画書素案_P4 

目標値達成に向けて、どのような対策をとり、なぜ出来なかったのかを

明らかにしてほしいです。 

⇒【回答】 

これまでの審議会でご報告いたしました通り、基礎調査報告書の第 7

章「第 2 次飯塚市環境基本計画の取組の検証」にて、目標達成状況とそ

の背景要因について記載しております。第 3 次飯塚市基本計画の第 2 章

においては、その概要についてコンパクトに掲載しております。なお、

基礎調査報告書は、第 3次計画と併せて公開いたします。 

 

【議題(1) 質問 No.20】資料２.計画書素案_P10 

「市民の環境への学習意欲は低い状況にあります・・・学習へのハード

ルを低くし・・・」 

⇒市民の学習意欲が低いのではなく、魅力ある企画のお知らせを広く出

来ているのでしょうか？ 

⇒【回答】 

市民の学習意欲についての記述は、市民アンケート調査に基づいてお

ります。今後は魅力ある企画アイデアの募集や、SNS など幅広い媒体を

活用した情報発信に務めてまいります。 
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【議題(1) 質問 No.21】資料２.計画書素案_P20 

・目標値は何年ですか？ 

・目標値が低くないですか？ 

拠点回収ボックスに収納する品目が従前に比べ少なくなっている。自治

会だけでなく、回収について、行政が係わって多品目を収納できるよう

にすべきではなでしょうか？ 

⇒【回答】 

目標値は記載のないかぎり、2020年度値です。本文中に記載がなかっ

たので、p15に追加いたしました。 

拠点回収ボックスの収納品目については、地域での回収が可能なもの

としております。資源価格が下落し、業者による買取が中断するなどの

影響で回収品目が少なくなっていると考えられます。 

 

【議題(1) 質問 No.22】資料２.計画書素案_P1 

『考えた方』⇒『考え方』ではないでしょうか。 

⇒【回答】 

ご指摘ありがとうございます。「考え方」に修正いたします。 

 

【議題(1) 質問 No.23】市民意見募集回答_修正案 P11 

「…成果指標の一部は」ではなく、「多くは」ではないですか。 

⇒【回答】 

ご指摘を踏まえ、「多くは」に改めました。 

 

【議題(1) 質問 No.24】資料２.計画書素案_P18 

「…まちへの『誇り』にもつながります」 

次行にもあるように、『愛着』と統一すべきと思います。 

⇒【回答】 

次行の「愛着」については、実際に自分で行動することでまちに対す

る思い入れや関わっていきたいという気持ちが芽生えるとう変化を表し

ており、「まちへの誇りにつながります」の部分については、愛着を持っ

て活動したことでまちの美化が保たれているという状態に対しての感情

を表しておりましたので、このように言葉を使い分けております。 

 

【議題(1) 質問 No.25】資料２.計画書素案_P21 

「COOL CHOICE」とは 

『CO2 などの温室効果ガスの排出量削減のために脱炭素社会づくりに貢

献する』を「製品の買換え」の前後に記入すべき。 

環境省はそのような説明となっています。 

⇒【回答】 

ご指摘の通り、環境省の説明に合わせて文章を変更しました。 
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【議題(1) 質問 No.26】資料２.計画書素案_P15 

荒廃森林の整備面積について 

現状値 1,886ha に対して目標値 3,575ha の設定についての説明をお願い

します。 

⇒【回答】 

【令和 3年度第 3回環境審議会 質問 No.4-1にて回答済】 

飯塚市荒廃森林整備事業５カ年計画に基づいて設定いたしました。５

カ年計画後の期間については、５カ年計画最終年度と同様の整備面積を

設定しております。 

 

【議題(1) 質問 No.27】資料２.計画書素案_P7 

関連するすべての法令、条例をデータで閲覧できるのですね。誰もが使

いやすいようにして下さい。 

⇒【回答】 

【質問 No.5と重複】 

電子データの本文中から、該当の条例ページがワンクリックで開ける

よう設定したいと思います。 

 

議題(2) 第 3次飯塚市環境基本計画の策定について（答申案） 

答申案は次のとおりです。 

「令和 3 年 5 月 6 日付 3 飯塚整第 412 号を以て市長より諮問を受けま

した令和 4年度から令和 13年度までの表記計画につきましては、経過素

案に対する市民意見の募集を踏まえ、本審議会において慎重な審議を行

った結果適当であると結論を得たので、下記の意見を付して答申します。 

 一、本計画の目標達成には市民、事業者、環境団体、学校、行政の各

主体がそれぞれの役割を果たし、協働連携を進める必要があるため、市

が目指す将来像について各主体が充分に理解できるよう本計画の周知に

努められたい。 

二、本計画の推進にあたっては、近年における地球温暖化問題への関

心の高まりやコロナ下による社会情勢の変化等の背景を踏まえ、継続的

かつ弾力的に取り組みを行う必要がある。そのため重点施策である教育

協働連携の推進を以て広く多様な世代の市民参画を促進することに努め

られたい」 

というふうにまとめております。 

先程議題（１）でも質問がありましたが、この計画を作ってそれをき

ちんと理解、周知をしないといけない。見ていただかなくちゃいけない。

さらには、それぞれが実際に自分ごととして取り組んでいかなくちゃな

らない。その辺を、計画を作っただけでなく次のステップとして取り組

んでいただきたいということで作っております。これにつきまして案と

いう形でありますけれども、皆様の方からご意見等あればいただきたい

と思います。 
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【意見なし】 

 

それでは特にご意見もないようですのでこの内容で答申をしたいと思

います。市長への答申書提出は事務局に一任させていただきます。また、

提出の日時等については改めて私と事務局で打ち合わせをいたします。 

 

議題（3）その他 

次回の審議会は 3 月を予定しております。日程等決まりましたらご連

絡いたします。なお新型コロナウイルスの感染状況によっては書面会議

とさせていただく場合もございますのでご了承ください。 

 

⇒【質問・意見】 

こんな質問をして良いか分からないのですが、この環境基本計画を策

定するにあたって関わった行政の方たちのお名前とか、作っていただく

企業とか、デザインをされる方とかそういう方のお名前というのは入ら

ないのでしょうか。 

⇒【質問・意見の回答】 

最後の方に組織は入ります。飯塚市環境整備課はもちろん入ります。 

⇒【質問・意見の回答】 

環境基本計画以外に街の総合計画などのお手伝いもさせていただいて

いる九経調ですが、事務局の方のお名前一覧が載るというのはなかなか

ないかなと思われます。私どもといたしましては、業者の名前を入れて

いただくと宣伝にもなるので大変ありがたいのですけれども、そういう

ことはほとんどなくて、黒子ということで表に名前が出ることはほとん

どありません。載せていただけるのであればうれしいですが。 

⇒【再質問・意見】 

どんなものでも委員以外のそうした名前が載ることはないということ

ですね。 

⇒【再質問・意見への回答】 

あまり担当者氏名を記載している事例を見たことがないので、一旦事

務局あずかりにさせていただければいいのではないかと思います。 

 

よろしいですか。それでは以上をもちまして第 4 回の飯塚市環境審議

会を終了いたします。長時間ありがとうございました。 

 

 資料 

資料１．第 3次飯塚市環境基本計画（素案）についての市民意見募集結果 

資料２．第 3次飯塚市環境基本計画（素案）※市民意見募集反映後 

質問№3_補足資料．市民意見募集回答_修正案 

質問№6_補足資料．第二次飯塚市行財政改革後期実施計画（一部抜粋） 

質問№7_補足資料．第 3 次飯塚市環境基本計画に基づく事務事業実施計画（一

部抜粋） 

質問№18_補足資料．計画書レイアウト例 
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質問№26_補足資料．荒廃森林整備面積 

公開・非

公開の別 

1 公開   2 一部公開   3 非公開 

（傍聴者 0人） 

その他  



頁数 意見内容

P1
関連の法律や条例は用語集に載せますか？ページの下段に表示して

も良いのかと思います。
巻末の資料編の用語集に記載します。

P3
円の上段に市民が位置付けられたのは良かった。

下からささえる、という形もあるのでは？（市がささえる）

ご意見いただいておりますとおり、本計画の推進のために、行政（＝市）が果たすべ

き役割として、市民・事業者等の他の主体の支援があります。

しかしながら、公有林の整備や公共施設における省エネ設備の導入、定期的な環境パ

トロールの実施など、必要とされる投入資源が大きな取組等については、行政が率先

して取り組む必要があることも事実です。

上述の取組以外においても、他の主体の支援も含めた『協働・連携』を念頭に置いた

体制で計画を推進していきたいと考えておりますので、【図表4-1】については、原

案どおりとさせていただきます。

各項目別の意見内容

資料1_第3次飯塚市環境基本計画（素案）についての市民意見募集結果

回答

第1章　計画の基本的事項

1



頁数 意見内容

各項目別の意見内容

資料1_第3次飯塚市環境基本計画（素案）についての市民意見募集結果

回答

P5

環境目標：河川等水質の改善

1 廃食用油の年間回収量

目標値が現状値とかけ離れているが、何か新しい取組が行われるの

ですか。回収量が減少しているのは、油の消費が減っていることが

要因ならば、今後も回収率増加の見込みは少ないのではないかと思

われます。

目標値を達成するためには、回収方法の新しい仕組みや、市民への

周知が急務かと思います。

ご意見いただきました頁に記載しております目標値については、現計画（第２次飯塚

市環境基本計画）策定時に、策定当時の直近３カ年（2009～2011年度）における回収

量の伸び率（3倍）を参考に目標値を設定したものであり、ご指摘のとおり、現状値

と目標値が乖離しております。

また、ご意見いただいておりますとおり、油の消費量の総量自体も減少しつつあるこ

とから、現計画で設定している目標値の達成は困難であると考えております。

廃食用油の回収量に限らず、近年の人口減少を背景にごみの排出量総量も減少してい

ることから、本計画（第3次飯塚市環境基本計画）では、人口規模に依存する総量的

な数値指標を廃し、『1人1日あたりの家庭系ごみ排出量』などの相対的な数値を評価

指標として設定しております。

なお、廃食用油の回収事業として、本庁・各支所・各交流センターにおける廃食用油

回収ボックスの設置と、回収業務を継続して行い、事業の周知活動を以て回収量の拡

充に努めます。

第2章　第2次飯塚市環境基本計画の振り返り

2



頁数 意見内容

各項目別の意見内容

資料1_第3次飯塚市環境基本計画（素案）についての市民意見募集結果

回答

ご意見いただきました頁に例示しております、ごみの排出量削減、リサイクル、廃油

回収、マナー・モラルについては、現計画の期間中において、下記の情報発信や関連

イベントの開催などに取り組んで参りました。

・ごみの排出量削減：エコ工房での各種講座や市役所窓口において、生ごみの減量化

及び食品ロス削減に向けて、生ごみの水切りや食べ残し削減に関する啓発を行いまし

た。

・リサイクル：資源回収団体奨励補助金により、回収団体への補助を行うとともに、

活動のない団体に対して活動再開の依頼を行いました。

・廃油回収：本庁・各支所・各交流センターに廃食用油回収ボックスを設置し、回収

事業に取り組むとともに、市ホームページ等による事業の周知活動により、廃食用油

回収量の拡大を図っています。

・マナー・モラル：エコ工房で開催する各種講座や、各所における出前講座の開催に

より、子どもたちへのマナー・モラルに関する環境教育を実施し、各家庭での情報共

有を促進しました。

上述の取組については、一例となっております。

現計画の期間中に実施しました各取組については、市ホームページ上において、年次

報告書及び事務事業実施状況一覧を公開しておりますので、ご参照ください。

※市ホームページトップより、都市環境 > 環境 > 環境計画 > 私たちの環境プラン(年

次報告書)

【評価指標が未達成の多くが、各家庭や個人が自主的に取り組むべ

き項目となっています。】

個人が取り組むべきことだけれども、行政として市民が目標達成し

やすいように取り組まれたことは何でしょうか。

P7
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頁数 意見内容

各項目別の意見内容

資料1_第3次飯塚市環境基本計画（素案）についての市民意見募集結果

回答

P7

【第2次飯塚氏環境基本計画においては、市（行政）、いいづか環

境会議（環境団体）を推進組織として据え、市民や事業者などの協

働・連携を促していくこととしていましたが、現状では十分な協働

体制が構築されていません】

『いいづか環境会議』がコロナ禍で活動できていない時期ではあっ

たと思いますが、これまでの推進体制の中で『いいづか環境会議』

は行政と共に地道な取り組みをされてきたと思います。推進組織主

体の取組という意味が分かりませんが、環境団体がネットワークさ

れたものと個人で組織されたのが『いいづか環境会議』ではなかっ

たのでしょうか？全ての主体が対等な立場で自由にアイデアを出し

合う土壌をつくることは大切なことだと思いますが、そのために

も、行政と共に協働・連携していく組織は必要だと思います。

ご意見いただきましたとおり、現計画（第2次飯塚市環境基本計画）の推進におい

て、『いいづか環境会議』は飯塚市の環境づくりのために様々な活動をしていただい

ております。

本計画では、環境問題を「自分ごと」として捉えることを主眼に置いており、現計画

で一部の市民・一部の事業所から成る組織を推進主体として定めていたのに対し、全

ての市民・全ての事業所等を推進主体として定めております。

今後もあらゆる主体が協働・連携できる場づくりが必要という点はご指摘の通りです

ので、市民のライフスタイルの変化や社会情勢のめまぐるしい変化を捉え、どのよう

な組織づくりが必要かについても、各主体から自由なアイデアを募り検討していきた

いと考えています。

P10

4行目【2050年までに温室効果ガス80%削減に取り組むことを示し

ています】の後に一応2020年10月に菅総理の所信表明演説で

『2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにするカー

ボンニュートラルを目指す』ということを宣言しているし、P29あ

たりにも【図表4-10】温室効果ガス削減目標イメージのグラフにも

あるし、グラフの上にも書いているので、一言入れてはどうでしょ

うか。

P10の4行目に下記の文章を追加しました。

『また、2020年10 月に日本政府として「2050 年温室効果ガス排出実質ゼロ」を宣言

し、2021年６月には、「地球温暖化対策の推進に関する法律」が改正、公布され、同

年10月には地球温暖化対策計画が改定されました。』

意見なし

第3章　基本方針
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頁数 意見内容

各項目別の意見内容

資料1_第3次飯塚市環境基本計画（素案）についての市民意見募集結果

回答

P15

～

P32

だれが、どのように進めていくのでしょうか。

行政側も入れ替わりが激しくて、本気で取り組むには時間がたりな

いように感じています。もう少し具体的なものが無いと、市民にも

伝わらないし、第2次の十年と同じ事になるのではないですか。

P３「図表1-4　第3次飯塚市環境基本計画の推進体制」に記載した通り、市民、事業

者、環境団体、学校、行政がそれぞれの役割を果たすとともに、各主体のパートナー

シップによって取組を進めます。

近年においては、環境問題は目まぐるしく複雑化・多様化しており、また直近の社会

情勢においてもコロナ禍の深刻化など、取組を進めるにあたって勘案すべき情勢の変

化が起こっています。これらを踏まえた上で、本計画推進に係る具体的な事業につい

ては計画中には定めず、P3「図表1-2 計画の期間」に示すとおり、毎年実施計画の見

直しを行い、情勢の流動に弾力的に対応できる形を整えております。

P15

②里山の保全

生活している実感として、景観を損ねるソーラーパネルが各所にで

きていて、里山が守られているとは思えません。急な大雨の機会も

多く、安全面でも心配です。計画的に進められているのでしょう

か。計画が、市民にも分かるようにして欲しいです。

本市では『飯塚市自然環境保全条例』を定め、自然環境及び生活環境に影響を及ぼす

可能性がある事業活動について、事業計画の届出を行い、計画地域の周辺住民に対す

る説明会を開催することを事業者に義務づけているほか、届出された事業計画につい

て周知・閲覧に供しており、計画の市民への周知に努めております。

また、事業活動が自然環境及び生活環境に与える影響等について、有識者・行政機関

職員・公募市民から構成される自然環境保全対策審議会において審議を行っておりま

す。

第4章　基本施策
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頁数 意見内容

各項目別の意見内容

資料1_第3次飯塚市環境基本計画（素案）についての市民意見募集結果

回答

P18

(2)環境教育について

2年近くになるコロナ禍で動物（犬）をかう人々が増加している

が、犬をかう大人のマナーが非常に悪く、犬のフンを持ちかえる人

が少なく、通学路は犬のフンでいっぱいで、通学中、低学年の児童

が踏んで泣いている事が多い。大人の教育を徹底してほしい。学校

で生徒に絵をかかせてフンの片付けをするPR活動を行政から学校

教育課などに働きかけてほしい。

※自治会への呼びかけ

※条例の制定

※警察OBですが、警察への呼びかけも必要である

ご指摘の事項については、本計画の策定に際して実施した市民アンケートや市民ワー

クショップでも、同様のご意見を数多くいただいており、大人のマナー向上は課題と

なっております。具体的な施策については、いただいた意見も踏まえ、実施計画にて

検討いたします。

P26

③市域全体での温室効果ガス排出量（CO2換算）の推移

産業部門、運輸部門が、多くの割合を占めています。新しい商業施

設や工場の進出などで、これらが増加しないよう、対策があるのか

心配です。

個人でできることは限られていると思われますが、これからも継続

して自分のできることをしていきたいと思います。

新しい商業施設や工場については、省エネ対策の進んだ設備が導入されることから、

古い商業施設や工場と比較すると温室効果ガスの影響は少ないと予想されます。地域

経済の活性化と環境保全の両面の促進が重要であることから、国や県と連携しなが

ら、特に老朽化した施設や工場における省エネ設備の導入を図っていきたいと考えま

す。

また、ご意見をいただいておりますとおり、市民1人ひとりの取組の積み重ねが大き

な効果を生みますので、これからもぜひ環境に配慮した生活・活動を心がけていただ

ければ、市として大変心強く感じます。
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頁数 意見内容

各項目別の意見内容

資料1_第3次飯塚市環境基本計画（素案）についての市民意見募集結果

回答

P27

4行目の●は10月ではないでしょうか。

温室効果ガス80%削減と「温室効果ガスの排出を全体としてゼロに

するカーボンニュートラルを目指す」は、同じような意味ですか

ら、（2020年10月）をつけてもよいですね。

ご指摘の通り、●を10月に変更いたしました。

P32

(2)③小中学校における環境教育の推進

小中学校だけでなく、幼稚園・保育園での環境教育の推進に取り組

んでほしい。

ご意見をいただいております幼稚園・保育園における環境教育については、同頁

（２）①「エコ工房、コミュニティセンター・交流センターを活用した講座、セミ

ナーイベントの拡充支援」の取組の方向性において、出前講座の拡充に努めてまいり

ます。

また、同頁（２）②「専門家による自然観察会の開催」の取組の方向性においても、

令和3年度より未就学児童を対象とした観察会を試験的に開催しており、今後も拡充

に努めてまいります。

P33

資料編　1.策定過程　2.審議会委員一覧　3.用語集

項目だけで、内容が提示されていない素案は初めて見ます。

1,2,3を提供してほしかったです。

併せて、関連する条例をどれだけ掲載してくださるのかも、提示さ

れる必要はなかったのでしょうか。

関連する法令・条例については、P1「図表1-1 環境基本計画の位置づけ」にも示して

おりますが、用語集において再度記載予定です。なお、環境への負荷を考慮し、第3

次飯塚市環境基本計画については、PDF形式の電子データで公開する予定です。条例

の全文につきましては、該当のウェブページが閲覧できるよう、関連条例として公開

ページにURLを掲載する予定です。

その他
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第 1章 計画の基本的事項 
 

１．計画策定の背景と趣旨 

 

飯塚市は 2002（平成 14）年 3月 14日に「飯塚市環境基本条例」を公布・施行しました。条例において

は、「すべての者が、互いに協力し連携を保ちながら、環境の保全及び創造を図り、環境にやさしいまち

飯塚を実現する」と定められています。条例に基づき、同年 3 月に飯塚市環境基本計画を策定後、2008

（平成 20）年 3月に改定、2012（平成 24）年 3月に第 2次飯塚市環境基本計画（地球温暖化対策実行計

画【区域施策編】含む）を策定しました。 

現行の第 2 次計画の計画期間が 2021 年度で終了します。そこで、今後 10 年の飯塚市を見据え、新た

に第 3 次飯塚市環境基本計画を策定します。第 3 次計画においては社会情勢や環境の変化に対応するた

め、2015年（平成 27）年 12 月に地球温暖化対策の新たな枠組みとして採択された「パリ協定」や、それ

を踏まえた国の「地球温暖化対策計画」（2016（平成 28）年）、「パリ協定に基づく成長戦略としての長期

戦略」2019（令和元）年、「第五次環境基本計画」（2018（平成 30）年）を踏まえた施策を策定します。 

また、2015（平成 27）年 9 月に採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」に掲げられた

「SDGs（持続可能な開発目標）」の 17ゴールの考えた方を踏まえた施策の検討を行います。 

 

 

 

２．計画の位置づけ（関連の法律との関連、上位計画との関連） 

 

 飯塚市環境基本計画は、第 2 次飯塚市総合計画を上位計画とし、環境保全及び創造に関する施策を総

合的かつ計画的に推進するための最も基本となる計画です。国や県、本市の法制度や各種計画との整合、

連携を図りながら、効果的・効率的に施策を進めます。また、市民、環境団体、事業者、学校のほか、遠

賀川流域の各行政組織が協働、連携しながら様々な施策に取り組みます。 

 

 

図表 1-1 環境基本計画の位置づけ 

 

  

【国】
・環境基本法
・環境基本計画

【県】
・環境総合基本計画

第2次飯塚市総合計画

第3次飯塚市環境基本計画
地球温暖化対策実行計画

（区域施策編）

【関連する主な計画】
・飯塚市国土利用計画
・飯塚市都市計画マスタープラン
・飯塚市食育推進計画
・飯塚市緑の基本計画
・飯塚市地域情報化計画

飯塚市環境基本条例

整合

連携

整合
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３．計画期間 

 

2022（令和 4）年度～2031（令和 13）年度の 10年間とします。 

 
図表 1-2 計画の期間 

年度 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

令和 4 令和 5 令和 6 令和 7 令和 8 令和 9 令和 10 令和 11 令和 12 令和 13 

基本計画 

 

          

地球温暖化

対策実行計

画（区域施

策編） 

          

実施計画 

          

 

 

４．計画の対象分野 

 

本計画の対象地域は、本市全区域としますが、現在の環境問題は、地域から地球規模まで広範囲に及ん

でおり、本市が対応すべき範囲も多岐にわたります。本市の区域にとどまらない環境問題については、他

の地方公共団体と広域的な連携を図ります。 

 
図表 1-3 計画における環境の範囲 

環境の範囲 項  目 

自然環境 森林、河川、公園・緑地、生物多様性、自然災害 

生活環境 大気、水質、土壌、騒音・振動、悪臭、化学物質、景観 

資源循環・地球温暖化 
廃棄物、４Ｒ（リフューズ・リデュース・リユース、リサイクル）、 

エネルギー、気候変動 

教育・協働・連携 環境教育・学習、環境保全活動、コミュニティ形成 

 

 

  

計画期間 

3 年間 

3 年間 

3 年間 3年間分の計画を毎年見直します 

計画期間 
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５．推進体制 

 

本計画の施策を着実に実行し目標を達成するため、市民、事業者、環境団体、学校、行政がそれぞれの

役割を果たすとともに、各主体のパートナーシップによって取組を進めます。 

 本市では環境の保全及び創造に関する基本的事項を審議するため、学識経験者、市民、事業者などで構

成する「飯塚市環境審議会」を設置しています。毎年定期的に会議を開催し、環境基本計画の点検・評価

を行うとともに、新規施策や改善すべき事項などについての提言を行います。 

 

 
図表 1-4 第 3 次飯塚市環境基本計画の推進体制 

 

  

環境保全

脱炭素社会

循環型社会

市民

市

学校事業者

環境団体

協働・連携

推進体制

飯塚市環境審議会

国県周辺自治体

報告

環境基本計画の策定
環境基本計画の点検・評価
環境保全協定に関する調査審議

提言

連携
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第 2章 第 2次飯塚市環境基本計画の振り返り 
 

１．第 2次飯塚市環境基本計画の評価指標の達成状況 

 

（１）評価指標の達成状況 

第 2次飯塚市環境基本計画では、4つの基本目標それぞれに環境目標を策定し、環境目標に付随する評

価指標を全部で 18設定しました。各指標の達成状況は次のとおりです。 

 

 

基本目標Ⅰ 循環型社会の形成 

目標 限りある資源をしっかり循環させる、ごみゼロの社会づくり 

 

 基本目標Ⅰの「循環型社会の形成」については、環境目標「ごみの減量」「分別の徹底」における評価

指標はいずれも進捗度が低く、目標の達成が困難な状況です。各家庭でのごみの排出量自体の減量に加

え、わかりやすい分別ルールと回収場所や回収時期の周知による分別の徹底を引き続き進める必要があ

ります。 

 
【環境目標】ごみ減量化 

評価指標 単位 
2010年度 2019年度 2021年度 

評価 
基準値 現状値 目標値 

１ 1人 1日あたりごみ排出量 g/人・日 1,004 1,065 904以下 × 

 

【環境目標】分別の徹底 

評価指標 単位 
2010年度 2019年度 2021年度 

評価 
基準値 現状値 目標値 

１ リサイクル率 ％ 23.7 20.7 33.7以上 × 

２ 資源回収量 t/年 4,416 2,657 4,858以上 × 
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基本目標Ⅱ 自然との共生 

目標 命の源である森や水を守り、自然とともに暮らす、うるおいのある環境づくり 

 

 基本目標Ⅱの「自然との共生」については、環境目標「河川等水質の改善」における評価指標「廃食用

油の年間回収量」、環境目標「森や川の保全」における評価指標「再生した森林の面積」、環境目標「農村

と市街地との交流と地産地消の推進」における評価指標「給食での地場食材の占める割合」において、進

捗度が低く、目標の達成が困難な状況です。 

 「廃食用油の年間回収量」については、人口減少や単身高齢世帯の増加などで食用油の消費自体が減っ

ていることもあり回収量が減少していると考えられますが、家庭用排水への油の混入をできる限りなく

すよう、今後も回収の呼びかけが必要です。また、「再生した森林の面積」については、森林整備にかか

る国や県の制度を効果的に利用しながら、森林所有者との調整を図っていく必要があります。「給食での

地場食材の占める割合」については、その年の農産物の生産状況や価格などの影響も受けやすいことか

ら、生産者、農協、直売所、教育委員会などのさらなる連携が必要となります。 

 
【環境目標】河川等水質の改善 

評価指標 単位 
2010年度 2020年度 2021年度 

評価 
基準値 現状値 目標値 

１ 廃食用油の年間回収量 L 4,800 4,726 31,300以上 × 

２ 汚水処理人口普及率 ％ 72.2 81.6 81.1以上 ○ 

 

【環境目標】森や川の保全 

評価指標 単位 
2010年度 2020年度 2021年度 

評価 
基準値 現状値 目標値 

１ 再生した森林の面積 ha 421.49 1,886 2,000以上 × 

 
【環境目標】農村と市街地との交流と地産地消の推進 

評価指標 単位 
2011年度 2020年度 2021年度 

評価 
基準値 現状値 目標値 

１ 
花いっぱい推進事業による緑

化箇所数 
箇所 122 187 132以上 ○ 

２ 
給食での地場食材の占める割

合 
％ 

学校 12.3 

保育所 12.2 

学校 19.8 

保育所 15.0 
18％以上 △ 

 

【環境目標】在来種を保全する活動の実践 、外来生物対策の実践 

評価指標 単位 
2010年度 2020年度 2021年度 

評価 
基準値 現状値 目標値 

１ 現地観察会の開催回数 回/年 0 13 2以上 ○ 
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基本目標Ⅲ 低炭素社会の構築 

目標 
次世代に誇って継ぐことのできる、自然エネルギーを無駄なく使う低炭素の環境づく

り 

 

 基本目標Ⅲの「低炭素社会の構築」については、概ね目標を達成しています。しかし、現在、温室効果

ガス排出量の増加による地球温暖化は世界規模での大きな課題となっているため、引き続き全市を挙げ

ての取組が必要となります。 

 なお、環境目標「地球温暖化防止の取組の実践」における評価指標「2030 年度までに、温室効果ガス

排出量を、1990 年度の水準まで減少」については、国の算定における基準が変更になったため、基準年

度である 1990 年度の値も遡及改定されました。1990 年度の遡及改定値 1094.07 千 t-CO2/年以下は達成

していますが、当初の目標値に対する達成度を評価できないため判定を行っていません。 

 
【環境目標】地球温暖化防止の取組の実践 

評価指標 単位 
2010年度 2020年度 2021年度 

評価 
基準値 現状値 目標値 

１ 
公共施設、学校等への太陽光発

電システムの設置 
件 7 32 30以上 ○ 

２ 

2030年度までに、温室効果ガス

排出量を、1990年度の水準まで

減少 

千 t-

CO2/年 
－ 

865.1 

（2018年

度） 

727.0以下 

（2030年

度） 

－ 

 
【環境目標】温室効果ガス削減量や省エネ効果の見える化 

評価指標 単位 
2010年度 2020年度 2021年度 

評価 
基準値 現状値 目標値 

１ 見える化ツールの設置学校数 校 3 23 
29 

（全校） 
× 
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基本目標Ⅳ 人の環づくりと活動実践 

目標 豊かな資源（自然・人材等）や地域コミュニティを活かした人づくり 

 

 基本目標Ⅳの「人の環づくりと活動実践」については、環境目標「環境教育・学習の充実」における評

価指標「飯塚市役所ホームページの、環境に関するページへの年間アクセス件数」以外、目標の達成が困

難となっています。評価指標「環境アドバイザー派遣件数」については、環境アドバイザー制度において、

アドバイザーへの負担が大きかったため、制度を活用しない講座、セミナーなどに切替え、アドバイザー

制度そのものを見直し廃止としたことにより、評価を判定していません。また「エコ工房の来館者数」に

ついては、新型コロナウイルス感染症対策に伴う休館日の増加、イベントの中止・延期などの影響で来館

者数が減少しています。今後も新型コロナウイルス感染症を想定した「新しい生活様式」への移行が進め

られるため、オンラインなど、イベントや講座・セミナーの開催方法の検討が必要となります。 

 

【環境目標】環境教育・学習の充実 

評価指標 単位 
2010年度 2020年度 2021年度 

評価 
基準値 現状値 目標値 

１ 

飯塚市役所ホームページの、環

境に関するページへの年間ア

クセス件数 

－ － 前年比増 
対前年度比

で増加 
○ 

２ こどもエコクラブ登録団体数 団体 4 4 10以上 × 

３ 環境アドバイザー派遣件数 件/年 1 
0 

（廃止） 
50以上 － 

 
【環境目標】市民の環境意識の向上 

評価指標 単位 
2010年度 2020年度 2021年度 

評価 
基準値 現状値 目標値 

１ ペットの糞害苦情件数 件/年 17 17 0 × 

２ エコ工房の来館者数 人/年 4,271 2,833 8,000以上 × 

３ 

環境アドバイザーの公民館等

への派遣件数 

（環境アドバイザー派遣件数

50件以上の内数） 

件/年 0 
0 

（廃止） 
25以上 － 

 

（２）第 3次飯塚市環境基本計画における評価指標の達成にむけて 

 評価指標が未達成の多くが、ごみの排出量削減、リサイクル、廃油回収、マナー・モラルなど、各家庭

や個人が自主的に取り組むべき項目となっています。環境分野については、日々の地道な取組の積み重

ねが成果につながるため、地域の全ての人々が「環境問題は自分ごと」として捉える姿勢が重要になりま

す。 

 第 2次飯塚市環境基本計画においては、市（行政）、いいづか環境会議（環境団体）を推進組織として

据え、市民や事業者などの協働・連携を促して行くこととしていましたが、現状では十分な協働体制が構

築されていません。今後、地域の全ての人々が「自分ごと」として環境問題を捉え活動していくためには、

推進組織主体の取組ではなく、全ての主体が対等な立場で自由にアイデアを出し合う土壌をつくること

が重要です。その上で、市民の自発的な活動の輪を地域で広げ、指標の達成につなげていくことが求めら

れます。 
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２．環境目標・取組の方向性に対する市民の評価（市民アンケート結果より） 

 

 第 2次飯塚市環境基本計画で設定した「取組の方向性」について、施策の満足度と今後の施策としての

重要度についての結果を点数化し、4つの施策の方向性に分類しました。 

 「満足度」「重要度」がともに平均よりも高い施策は【維持】、「重要度」は高いにもかかわらず「満足

度」が低い施策は【強化】、「満足度」「重要度」がともに低い施策は施策を続けるかどうかの【再検討】、

「満足度」が高いにもかかわらず「重要度」が低いものについては、一定の施策効果があったとみなし、

施策の優先順位などの【見直し】と位置づけています。 

 【維持】に分類されるのは、主に「ごみの発生抑制のための取組の普及」「リサイクル率向上のための

取組」「拠点ボックスのさらなる活用」など、循環型社会の形成に関連する項目となりました。【強化】に

分類されるのは、「不法投棄防止のための美しい環境整備」「マナー、モラルに関する大人の意識改革」な

ど、大人のマナー、モラルに関連する項目や「下水道普及率（接続率）の向上と未整備区域への対応」「公

害対策の強化」など主に生活環境に関する項目などとなりました。【再検討】に分類されるのは、「里地・

里山の保全」「開発時の適正な評価と保全措置」など森や川の保全に関する項目、「太陽光発電システム等

の機器導入による再生可能エネルギー利用普及」「広報による、CO2等削減状況に関する情報提供」など地

球温暖化対策に関連する項目などとなりました。【見直し】に分類されるのは、「排水の指導と意識啓発」

「廃食用油の流出による水質汚染の防止」「水質の改善と自然配慮型への再整備」など河川の水質改善に

関する項目、「緑のカーテン運動の継続と拡充」「省エネ行動の普及・啓発」「省エネナビ等「見える化」

ツールの学校等への導入」など、地球温暖化対策に関連する項目などとなりました。 

 

 

 

  

【分類の方法】 

 

満足度の軸 

「満足」2点、「やや満足」1点、「ふつう」0点、「やや不満」－１点、「不満」-2点とし、回答を点数による重み

付けをした数値です。 

重要度の軸 

1位 5点、2位 4点、3位 3点、4位 2点、5位 1点とし、回答を点数による重み付けした合計を 1,000で割った数値で

す。 

 

グラフの赤い線は平均値を示しています。 
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図表 2-1 飯塚市の環境施策に対する「満足度」と「重要度」の分布 
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プロット

No.
満足度
スコア

重要度
点数

1 0.04 1.33

4 0.14 1.52

5 0.01 1.17

9 -0.10 1.51

2 -0.21 2.31

7 -0.18 1.31

12 -0.14 0.92

18 -0.15 1.53

23 -0.58 2.57

24 -0.30 0.99

10 -0.21 0.91

11 -0.19 0.53

15 -0.31 0.30

19 -0.14 0.45

20 -0.16 0.23

3 0.14 0.36

6 -0.09 0.54

8 -0.07 0.46

13 0.01 0.73

14 -0.10 0.69

16 -0.03 0.20

17 -0.07 0.39

21 -0.08 0.19

22 -0.05 0.72

平均
（分類軸）

-0.12 0.91

項目

環境教育・学習と実践活動の充実

省エネナビ等「見える化」ツールの学校等への導入

省エネ行動の普及・啓発

緑のカーテン運動の継続と拡充

水質の改善と自然配慮型への再整備

地産地消の活性化による農業の振興・食の安全の確保

異常気象に伴う災害等に備えた雨水貯留タンク・雨水浸透枡等の普及促進など適応策の検討

自然とふれあうための景観要素や場所の整備

下水道普及率（接続率）の向上と未整備区域への対応

不法投棄防止のための美しい環境整備

市民一斉ごみ拾い日等、市民参画の促進

開発時の適正な評価と保全措置

広報による、CO2 等削減状況に関する情報提供

太陽光発電システム等の機器導入による再生可能エネルギー利用普及

外来生物対策

里地・里山の保全

見直し

再検討

廃食用油の流出による水質汚染の防止

排水の指導と意識啓発

強化

維持

ごみの発生抑制のための取組の普及

森や川の回復や保全、適正な保護

拠点ボックスのさらなる活用

リサイクル率向上のための取組

公害対策の強化

マナー、モラルに関する大人の意識改革
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３．第 3次飯塚市環境基本計画に向けた課題の整理 
 

（１）気候変動リスクへの対応（地球温暖化対策） 

 近年、気候変動による地球規模の環境危機が危惧されるなか、世界全体での脱炭素社会の構築に向け

た転換となる「パリ協定」が 2016年 11月に発効しました。国では、パリ協定を踏まえた「地球温暖化対

策計画」（2016年 5月）、「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」（2019年 6月）をそれぞれ閣議

決定し、2050年までに温室効果ガス 80％削減に取り組むことを示しています。また、2020年 10 月に日

本政府として「2050 年温室効果ガス排出実質ゼロ」を宣言し、2021年６月には、「地球温暖化対策の推

進に関する法律」が改正、公布され、同年 10月には地球温暖化対策計画が改定されました。 

本市においても、地球温暖化対策は重要施策と位置づけ、第 2次飯塚市環境基本計画に引き続き、地球

温暖化防止対策をと位置づけ、地球温暖化対策実行計画（区域施策編）を策定します。地球温暖化対策で

ある、循環型社会形成の取組の強化、省エネルギー・再生可能エネルギー導入促進の強化についての課題

は次の通りです。 
 

【循環型社会形成の取組強化】 

ごみの排出抑制、リサイクル率の向上など、循環型社会の形成に関連する取組については、市民アンケ

ート結果では、施策に対する満足度、重要度がいずれも高く、施策の方向性としては「維持」に分類され

ています。市民の施策満足度は高い一方、評価指標の達成度をみると、取組の進捗度が低くなっていま

す。指標は達成していないにもかかわらず市民の施策満足度が高くなっているのは、市民の意識と現状

とのズレの現れと言えます。循環型社会の形成は、地球温暖化対策としても重要な取組であることから、

市民の意識をさらに高めるための情報発信、啓発、４Ｒ（リフューズ、リデュース、リユース、リサイク

ル）の推進など、施策の強化・拡充を図る必要があります。 
 

【省エネルギー・再生可能エネルギー導入促進の強化】 

 飯塚市の温室効果ガスの排出量は 2013年度をピークに減少しており、省エネルギー・再生可能エネル

ギー導入促進に関連する施策については、市民の施策重要度が他の施策と比較して低い傾向にあります。

しかし、地球温暖化を背景に世界規模で異常気象が多発しており、災害被害の激甚化など、私たちの生活

への影響も大きくなっています。国では 2030 年度における温室効果ガスを 2013 年度から 46％削減を目

指しており、本市においてもさらなる削減が求められます。 

再生可能エネルギー由来の電力購入や、自宅や事業所での太陽光発電、太陽熱発電システム、省エネ住

宅・建築物への改修など、市民や事業者の行動変容を促していくことで、エネルギーの消費量を減らして

いく必要があります。 
 

（２）市民の環境問題、環境活動への意識醸成 

 今後、環境問題が複雑化・多様化する中で、基礎的な知識に加え、環境課題の解決に向けた、新たな視

点やアイデアを創出できる人材を育てていくことが重要となっています。環境維持・保全に向けた行動

変容を促して行くためには、教育・学習は重要視すべき分野の１つであり、持続可能な開発目標である

SDGsにおいても「教育がすべての SDGsの基礎」といわれるほど教育が重視されています。しかしながら、

市民アンケート調査結果から、下記の 2 点において市民の環境への取組、意識が十分でない状況が明ら

かになっています。 
 

【環境学習に関する意欲の向上】 

 市民アンケート結果では、飯塚市の環境を良くするために必要な日常の取組として、「飯塚市や環境団

体が企画・主催する環境イベントに参加している」「エコ工房などの環境活動拠点や自治公民館等での環

境講座に参加している」がいずれも下位 5 位に入っており、市民の環境への学習意欲は低い状況にあり

ます。そのため、学習へのハードルを低くし、誰もが気軽に参加できる講座やイベント、時間を選ばない

動画の配信など、市民の学習機会の拡充や学習意欲の向上を図る必要があります。 
 

【教育・啓発による行動変容】 

前述の環境目標・取組の方向性に対する市民の評価において「強化」に分類された施策の中でも、特に

「マナー・モラルに関する大人の意識改革」が飛び抜けて施策の重要度が高くなっており、教育・学習に

よる環境意識醸成、行動変容が重要となっています。  
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第 3章 基本方針 
 

１．飯塚市が目指す将来像 

 

本市はこれまで、環境にやさしいまちづくりを進めることにより、人と自然の共生を実現する「人＋自

然＋やさしいまち＝いいづか」を将来像として掲げ、市民、環境団体、事業者、学校、行政が連携・協力

して環境・まちづくりの取組を進めてきました。しかしながら、目標達成の目印となる成果指標の一部は

未だ達成できていないため、第 3 次飯塚市環境基本計画においても、第 2 次飯塚市環境基本計画の将来

像を引き継ぎ、取組を進めます。 

 

 

 

 

 
飯塚市の目指すべき将来像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．基本目標 

 第 3次飯塚市環境基本計画では、将来像を実現するために、3つの基本目標と、基本目標の実現に向け

た横断的取組を掲げます。 

また、2015年 9月に採択された「持続可能な開発のための 2030アジェンダ」（2030アジェンダ）の中

核をなす「持続可能な開発目標」（SDGs）は、2030年に向けて国際社会が目指す目標として、世界の共通

言語となり、様々な国で SDGs 達成に向けた取組が実施されています。飯塚市においても、SDGs の 17 の

ゴールと基本目標・施策方針とを関連づけて施策を実施していきます。 

 

 

 

基本目標Ⅰ：豊かな自然と人が共生する環境をつくる 

 飯塚市は、三郡山地などの山が水を育み、その水が集まり支流となって遠賀川へと流れ込んでいます。

飯塚市の植生のほとんどは、過去に何らか人為的な影響を受けたもので、自然植生は一部に点在するの

みですが、適切な手入れがされた人工林や里地里山は、水源涵養をはじめとした公益的機能を有してい

ます。豊かな森林や川は、水や生物多様性を確保するのみならず、市民に自然とのふれあいの場を提供し

ています。これらの自然がもたらす恵みを将来にわたって享受できるよう、自然と人が共生する環境づ

くりの取組を進めます。 

 

施策方針①：森林や水源の保全 

施策方針②：生物多様性の保全 

 

  

「人＋自然＋やさしいまち＝いいづか」 
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【重点施策】 

 

基本目標Ⅱ：うるおいのある快適な生活環境をつくる  

 市民が健康で安全・安心に暮らしていくためには、大気環境や水環境を良好に保つと共に、快適な生活

環境を維持するために、騒音、振動、悪臭などの公害にも適切に対応していく必要があります。また、市

街地や河川敷などでのごみのポイ捨てやペットの糞害などが多く見られることから、市民一人ひとりの

意識改革が求められます。うるおいのある快適な生活環境をつくるため、市民の環境意識やマナー向上

を図り、環境美化や緑化を進めることで豊かなまちの景観づくりを進めます。 

 

施策方針①：河川などの水質改善 

施策方針②：環境美化活動の推進 

施策方針③：公害対策の徹底 

 

 

 

基本目標Ⅲ：循環型社会・脱炭素社会を実現する（地球温暖化対策実行計画・区域施策編） 

地球温暖化は、人類の生存基盤に深刻な影響を及ぼすと予想されており、最も重要な環境問題の１つで

す。本市でも気温の上昇がみられ、近年の集中豪雨被害など、気候変動の影響を受けています。私たちの

社会・経済活動は温室効果ガスの排出と関わっているため、市民、事業者、行政などあらゆる主体が温室

効果ガスの排出削減に向けた取組を積極的に行っていきます。 

  

施策方針①：４Ｒ（リフューズ、リデュース、リユース、リサイクル）の推進 

施策方針②：省エネ活動、再生可能エネルギー導入の促進 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの実現に向けた横断的取組 

「教育・協働・連携の推進」 
  

 

環境問題は、地球温暖化や廃プラスチックによる海洋汚染など地球レベルのものから、騒音・悪臭やペ

ットの糞害など地域レベルのものまで幅が広く、内容も多岐にわたっています。また、環境は社会・経済

活動と密接に関連しており、その関連性は複雑化・多様化しています。かつての公害問題のように、発生

源を突き止め汚染物質の流出を防ぐというような、原因と対策が見えやすい問題ではなく、近年の環境

問題は、様々な要素が複雑に絡み合っているため、その解決にあたっては、総合的・分野横断的な視点を

持つことが不可欠です。また、環境分野を超えた様々な主体との連携が重要であり、各主体が“Think 

globally Act locally”[地球規模で考え、足下から行動する]ことを念頭に、環境保全や創造に関心をも

ち、自ら行動することが求められます。 

 そのため、全ての主体の意識の向上に向け、積極的に情報を発信するとともに、環境教育・環境学習の

場や機会の充実を図り、世代や主体に関わりなく自由に活動できる地域づくりを進めます。また、地域を

越えた地球規模で環境問題に興味関心を持ち、複雑化・多様化する環境問題の解決に取り組むことがで

きる人材を育てます。 

  

施策方針①：情報発信手段の多様化 

施策方針②：多様な主体、多様な世代の交流・連携の推進 

施策方針③：環境教育・学習の充実  
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SDGs において令和 12（2030）年までに目指す 17の目標（ゴール） 

目標（ゴール） 

 １．貧困をなくそう あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる。 

 

 ２．飢餓をゼロに 飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能な農

業を促進する。 

 ３．すべての人に健康

と福祉を 

あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進す

る。 

 ４．質の高い教育を

みんなに 

すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、生涯学習の機

会を促進する。 

 ５．ジェンダー平等を

実現しよう 

ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の能力強化を行う。 

 ６．安全な水とトイレ

を世界中に 

すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する。 

 

 ７．エネルギーをみん

なにそしてクリーンに 

すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへの

アクセスを確保する。 

 ８．働きがいも経済成

長も 
包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な

雇用と働きがいのある人間らしい雇用（ディーセント・ワーク）を促進する。 

 ９．産業と技術革新

の基盤をつくろう 
強靱（レジリエント）なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促

進、及びイノベーションの推進を図る。 

 １０．人や国の不平

等をなくそう 

各国内及び各国間の不平等を是正する。 

  

 １１．住み続けられる

まちづくりを 

包摂的で安全かつ強靭（レジリエント）で持続可能な都市及び人間居住

を実現する。  

 １２．つくる責任つかう

責任 

持続可能な生産消費形態を確保する。 

  

 １３．気候変動に具

体的な対策を 

気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる。 

  

 １４．海の豊かさを守

ろう 

持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利

用する。  

 １５．陸の豊かさも守

ろう 

陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林

の経営、砂漠化への対処、ならびに土地の劣化の阻止・回復及び生物

多様性の損失を阻止する。 

 １６．平和と公正をす

べての人に 

持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべての人々

に司法へのアクセスを提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任

のある包摂的な制度を構築する。 

 １７．パートナーシップ

で目標を達成しよう 

持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップ

を活性化する。  

資料）環境省「すべての企業が持続的に発展するために-持続可能な開発目標（SDGs）活用ガイド-資料編（第 2版）」 
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３．施策の体系 

 

基本目標 施策方針 取組の方向性 

Ⅰ：豊かな自然と人

が共生する環境をつ

くる 

①森林や水源の保全  適正な森林整備による水源涵養機能、二酸化炭

素吸収機能の維持・向上 

 里山の保全 

 保安林の整備による自然災害の防災・減災 

②生物多様性の保全  希少動植物、在来種の保護・保全 

 外来生物の拡大防止 

 自然とふれあえる場の創出・確保 

Ⅱ：うるおいのある

快適な生活環境をつ

くる 

①河川などの水質改善 
 汚水処理人口普及率の向上 

 水質の監視、水質改善の啓発活動の推進 

②環境美化活動の推進 
 まちなか美化活動の推進 

 生活マナーの向上 

 不法投棄防止 

③公害対策の徹底 
 騒音、振動、悪臭など公害の監視・指導の徹底 

Ⅲ：循環型社会・脱炭

素社会を実現する 

（地球温暖化対策実

行計画・区域施策編） 

①４Ｒ（リフューズ、リ

デュース、リユース、リ

サイクル）の推進 

 ごみ発生の抑制（断る、減らす） 

 再利用・再資源化の推進 

②省エネ活動、再生可能

エネルギー導入の促進 

 国民運動「COOL CHOICE」の推進 

 家庭や事業所、学校などへの省エネ・再エネ設備

の導入促進 

 地産地消の推進 

 地球温暖化対策実行計画（事務事業編）に基づく

対策の推進 

 

基本目標Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの実現に向けた横断的取組 

～教育・協働・連携の推進～ 

施策方針 取組の方向性 

①情報発信手段の多様化 
 多様な媒体による情報発信 

 ICTを活用した多様なコミュニケーション手段の導入 

②多様な主体、多様な世代の

交流・連携の推進 
 

 自治会・交流センターの活用による地域コミュニティの活性化 

 多様な主体、世代が気軽に情報交換できる場の創出支援 

 環境保全団体などのネットワーク形成支援 

③環境教育・学習の充実 

 

 エコ工房、コミュニティセンター・交流センターを活用した講座、

セミナーイベントの拡充支援 

 専門家による自然観察会の開催 

 小中学校における環境教育の推進 
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第 4章 基本施策 
 

 
 

 
 

（１）現状と課題 

 豊かな森林は「緑のダム」とも呼ばれ、降った雨を蓄える水源涵養機能があります。しかし、適切に手

入れされずに荒廃した森林は、この水源涵養機能や土砂流出防止機能が低下し、豪雨時の土砂災害を引

き起こす可能性があります。これまで、飯塚市では、福岡県森林環境税基金などを活用しながら、荒廃森

林の整備を進めてきました。しかし、飯塚市においては、森林の約７割を個人が所有しており、所有者の

高齢化や森林管理に対する意識の低下などにより、適切に管理されない森林が今後も増加することが懸

念されます。今後は、新たに国で創設された森林環境譲与税なども活用しながら、森林の適切な維持・保

全を図る必要があります。 

 

（２）取組の方向性 

 

①適正な森林整備による水源涵養機能、二酸化炭素吸収機能の維持・向上 

森林の持つ水源涵養機能や二酸化炭素吸収機能を維持・向上するために、荒廃森林の整備を進めるとと

もに、人工林については、適切な時期に伐採、植林、下刈や間伐などを行うことで、健全な森林を育てま

す。また、森林経営管理制度（新たな森林管理システム）や森林環境譲与税を適切に運用することで、森

林整備を促進します。 

 

②里山の保全 

 里地里山は、農業や林業など人と自然の相互作用を通じて長年にわたって形成されてきた二次的な自

然環境であり、生物の多様性や地域特有の景観や文化の基盤として重要な役割を持ちます。市民の自然

学習の場として活用することで、里山に関心を持ってもらうとともに、市民をはじめ、地域の企業や団体

などの里山保全活動への参加を促します。 

 

③保安林の整備による自然災害の防災・減災 

国や県などでは、水源の涵養、土砂の崩壊その他の災害の防備、生活環境の保全・形成等、特定の公益

目的を達成するための森林を「保安林」として指定しています。その働きが失われないように伐採を制限

したり、適切に手を加えるなど保安林としての機能の維持・発揮に必要な管理を行い、特に近年多発して

いる集中豪雨などの自然災害の防災・減災を促進します。 

 

施策方針① 森林や水源の保全 

評価指標 現状値 目標値 

荒廃森林の整備面積  1,866ha  3,575ha 

   

基本目標Ⅰ：豊かな自然と人が共生する環境をつくる 

【施策方針①】森林や水源の保全 
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（１）現状と課題 

 生物多様性とは、生きものたちの豊かな個性とつながりのことで、「生態系の多様性」「種の多様性」「遺

伝子の多様性」の 3つのレベルがあります。生物多様性は、大気・水・栄養の循環等の様々な動きを通じ

て、私たち人間を含めた全ての生物の存続の基盤となっています。この生物多様性が損なわれれば、将来

にわたる暮らしの基盤が脆弱なものとなります。飯塚市においても、開発や水質悪化、外来種の侵入など

の影響で、希少動植物や在来種の生育・生息域の消失、個体数の減少が危惧されています。生物多様性の

保全に向けては、正しい知識を身につけ、希少野生生物や在来種の生育・生息域の保全や外来種対策を推

進していくことが必要です。 

 

（２）取組の方向性 

 

①希少動植物、在来種の保護・保全 

 飯塚市の市域には、在来種や環境省が定める国内希少野生動植物や環境省版レッドリスト、福岡県レ

ッドデータブックで指定されている希少動植物が生息しています。これらの生物の生育・生息状況につ

いて、自然体験プログラムなどを活用して継続的に調査を行います。また、調査結果などについては、市

民に情報発信し、保護・保全に対する意識を高めます。 

 

②外来生物の拡大防止 

 飯塚市においては、外来生物が多種類確認されており、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防

止に関する法律」で指定されている外来生物の増加も見られます。外来生物については、市民に正しい情

報を発信し、「入れない」「捨てない」「拡げない」の３原則を徹底することで、既存生態系への影響を最

小限にとどめます。 

 

③自然とふれあえる場の創出・確保 

自然と人との共生について、市民の意識を高め具体的な行動に結びつけていくために、市民が身近に自

然とふれあい、自然との付き合い方や自然に関する知識を学ぶ機会や場づくりを促進します。 

 

 

施策方針② 生物多様性の保全 

評価指標 現状値 目標値 

市民の「自然とふれあうための景観要素や場所

の整備」に対する満足度 
 70.2％※  90％以上 

※2020年度飯塚市環境に関する市民アンケートの施策満足度「満足」「やや満足」「普通」の合計割合 

 

 

  

【施策方針②】生物多様性の保全 
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（１）現状と課題 

 飯塚市は、ほぼ全域に支流河川が編み目のように流れており、山間部から市街地を経由して、市の中央

を流れる穂波川、遠賀川に合流し海へと流下しています。直近の水質調査では、人体的に被害を及ぼす項

目については特に問題のない数値となっていますが、水質汚濁の指標として用いられる BOD(生物化学的

酸素要求量)※の数値は高い箇所が見受けられます。水質汚濁は家庭排水が主な原因です。河川の汚濁防

止や水質改善のため、公共下水道への接続率を高めるとともに、浄化槽の設置を促進していくことが重

要です。 

 

（２）取組の方向性 

 

①汚水処理人口普及率の向上 

 河川の水質汚濁は主に家庭排水が原因となっています。河川の水質改善のため、公共下水道事業計画

区については公共下水道への接続を促進し、公共下水道事業計画区域外および、その他の汚水処理施設

の処理区域外については浄化槽設置を促進します。 

 

②水質の監視、水質改善の啓発活動の推進 

 国や県と共同して水質等の調査を行い、公共用水域や地下水の水質について継続的に監視します。ま

た、生活と水質汚濁との関係の理解促進や意識向上を図り、各家庭からの生活排水対策を推進します。 

 

 

 

施策方針① 河川などの水質改善 

評価指標 現状値 目標値 

汚水処理人口普及率  81.1％  94.0％※ 

BOD 環境基準達成ヵ所数※/県指定河川の調査

ヵ所数×100 
 100％（2019年値）  100％ 

※BODとは、水中の有機物の量と微生物と酸素量の関係に着目して、水中に存在する水質汚濁物質の量の指標としたもの。

一般にこの数値が大きい場合は、有機物による水質汚濁の程度が大きいとされています。 

※飯塚市汚水処理構想 2035年目標値 

※BOD環境基準達成ヵ所数は、一年間で得られたすべての日平均値を、測定値の低い方から高い方に順（昇順）に並べたと

き、低い方から数えて 75％目に該当する日平均値である「75％水質値」が、環境基準値を下回っている箇所を指します。

現在、県指定の河川調査箇所は 4箇所です（遠賀川 2箇所、穂波川 2箇所）。 

 

 

※BOD 値については 12 月に公表され次第、2020年値に更新予定。 

  

基本目標Ⅱ：うるおいのある快適な生活環境をつくる 

【施策方針①】河川などの水質改善 
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（１）現状と課題 

市街地や河川敷などでは、ごみのポイ捨てやペットの糞害などが多く見られます。市民アンケートをみ

ると、第 2次飯塚市環境基本計画における施策の中で、「マナー、モラルに関する大人の意識改革」と「不

法投棄防止のための美しい環境整備」は不満度が高く、飯塚市の環境を良くするための施策の重要度で

上位を占めており、マナー、モラルに対する意識改革、市内の環境美化は市民にとって大きな課題となっ

ています。 

 

（２）取組の方向性 

 

①まちなか美化活動の推進 

 まちの美しい景観は、うるおいのある快適な生活環境の形成に欠かせないものです。美しい景観が保

たれることで、市民の環境意識も高まると同時に、まちへの誇りにもつながります。美しい景観の形成と

まちへの愛着を高めるため、ボランティア団体や事業者等による花いっぱい推進事業をさらに拡大しま

す。また、多様な世代や主体が気軽に参加・交流できる市民一斉清掃を定期的に実施します。 

 

②生活マナーの向上 

 飯塚市では、空き缶、吸い殻等やペットの糞の持ち帰りなどに関して、生活環境の保全に関する条例を

定めています。自治会やイベントで、マナー啓発に関する看板やパネルを設置するなど、公共の場でのご

みの持ち帰りやペットの糞の持ち帰りの徹底を促します。 

 
③不法投棄防止 

 廃棄物の不法投棄や不法焼却は法律により禁止されており、違反した者には厳しい罰則が適用されま

す。不法投棄などについては、早期発見と拡大の防止が重要です。市民からの情報提供を促すとともに、

見回り、監視、指導の強化に努めます。 

 

 

 

施策方針② 環境美化活動の推進 

評価指標 現状値 目標値 

市民の「マナー、モラルに関する大人の意識改

革」の不満度 
 49.8％※  25％ 

※2020年度飯塚市環境に関する市民アンケートの施策満足度「やや不満」「不満」の合計割合 

 

 

  

【施策方針②】環境美化活動の推進 
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（１）現状と課題 

飯塚市における公害苦情の発生状況をみると、近年は大気汚染に関する苦情が最も多くなっています。 

市民から寄せられる公害苦情は、健康や生活環境への相談と行政に対する要望という側面を併せ持って

おり、市民の公害に対する関心の度合いや公害被害の現状を反映していると言えます。 

 国や県、飯塚市で測定している公害に関連する項目の数値をモニタリングし、基準値を超えるものや

継続して値の高い項目については適切な対策を講じることが求められます。 

 
（２）取組の方向性 

 

①騒音、振動、悪臭など公害の監視・指導の徹底 

 騒音、振動、悪臭については、各法律に基づいて指定された地域について、規制基準が適正に守られて

いるかなど、監視・指導を徹底します。また、大気汚染については、県などが公表する微小粒子状物質

（PM2.5）や光化学オキシダントなどの情報を市民に提供し、濃度が高い時期の注意喚起を促します。 

 

 

 

施策方針③ 公害対策の徹底 

評価指標 現状値 目標値 

公害の件数  57件（2019年）  0件 

 

 

  

【施策方針③】公害対策の徹底 
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 基本目標Ⅲは、「地球温暖化対策の推進に関する法律」第 19 条第 2 項に基づく「飯塚市地球温暖化対

策実施計画（区域施策編）」（以下、区域施策編という。）を含み、飯塚市の自然、社会、産業などの条件

に応じて温室効果ガスを削減し、急速に進行する気候変動に対する施策の推進を目的とします。 

 

 

 
 

（１）現状と課題 

 本市におけるごみの総排出量は、人口減少を背景に、災害ごみが大量に発生した 2019年を除き、この

10年間で減少傾向にあります。しかしながら、1人 1日当たりのごみ排出量は福岡県を上回っています。 

 ごみの収集運搬、焼却、埋立など処理過程を通して、燃料の大量消費や二酸化炭素排出により、環境へ

の負荷がかかっています。廃棄物については、適正処理に加え、循環型社会の形成、地球温暖化対策の観

点から重要視されるようになっており、廃棄物自体の減量、リユース、リサイクルの促進が不可欠となっ

ています。また、近年、国際社会において、海洋などの自然界に流出するプラスチックごみが海洋汚染を

引き起こすとして、小売業などでのレジ袋有料化が義務づけられるなど、プラスチックごみの排出抑制

に向けた取組が進められています。プラスチックは軽量で利便性が高く安価であるため様々な製品に利

用されていますが、「使い捨て」を前提とした利用方法の見直しが必要となっています。 

 

（２）取組の方向性 

 

①ごみ発生の抑制（断る、減らす） 

 飯塚市は 1 人 1 日当たりのごみ排出量が県と比較して多いことから、ごみの発生自体を抑制していく

ことが重要です。買い物時の過剰包装を断ったり、簡易包装、あるいはリサイクル可能な容器を使用した

製品を優先的に選択するなど、日常でのごみの発生の抑制を推進します。また、食べ残しや食品ロスなど

が極力発生しないよう、市民、事業者、学校などへの啓発を進めます。 

 

②再利用・再資源化の促進 
 飯塚市では、再利用可能な資源回収のために、自治会が管理する拠点回収ボックスが設置されていま

す。市民アンケートでは、この拠点回収ボックスの利用可能な曜日や利用方法がわからないなどの意見

が多く見られました。拠点回収ボックスや資源回収団体が実施する資源回収の利用を促進するために、

広報誌や SNSなど様々な媒体を利用して、資源回収に関する情報の発信を多面的に行います。また、再利

用、再資源化できるものがごみに混ざらないよう、ごみ出しのルールを周知徹底します。また、再利用可

能な日用品については、リサイクルショップやフリーマーケットなどの利用を呼びかけます。 

 

施策方針③ ４Ｒ（リフューズ、リデュース、リユース、リサイクル）の推進 

評価指標 現状値 目標値 

１人１日当たりの家庭系ごみ排出量※  686.3g/人・日（2018年） 
 669.1g/人・日 

（2.5％削減） 

再生利用率  22.6％（2018年） 
 23.1％ 

（0.5％増加） 

※１人１日当たりの家庭系ごみ排出量＝生活系ごみ（計画収集量＋直接搬入量）から資源ごみを控除した量÷人口÷365 

※再生利用率 ＝ (直接資源化量＋中間処理後資源化量＋集団回収量) ÷総排出量×100 

基本目標Ⅲ：循環型社会・脱炭素社会を実現する 
（地球温暖化対策実行計画・区域施策編） 

【施策方針①】４Ｒ（リフューズ、リデュース、リユース、リサイクル）の推進 
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（１）現状と課題 

飯塚市における温室効果ガスの排出量は、2013 年をピークに減少傾向にあります。しかし、地球温暖

化による気温上昇は今後も進むと予想されていることから、パリ協定や環境省の「地球温暖化対策計画」

や「福岡県地球温暖化対策実行計画」の目標達成に向けた排出量の削減が必要です。温室効果ガスの排出

量削減のためには、市民一人ひとりの省エネルギー行動に加え、市全体でエネルギーを無駄なく効率的

に使うまちづくりも重要となります。 

また、飯塚市での温室効果ガス排出量の約 4 割が製造業、約 3 割が自動車由来となっています。製造

業の省エネについては、工場での大規模な設備投資が必要となるため、国や県と連携した取組が求めら

れます。また、自動車については、福岡県が推進する水素エネルギーやエコカーの普及促進、公共交通利

用環境の維持・向上などが求められます。 

 

（２）取組の方向性 

 

①国民運動「COOL CHOICE」の推進 

 「COOL CHOICE」とは、「製品への買換え」「サービスの利用」「ライフスタイルの選択」など、温室効果

ガスの排出量削減につながる「賢い選択」を様々な場面で実施する取組です。市民一人ひとりの賢い選択

を重ねることで、確実な排出量の削減につながります。どのような場面で、どのような選択をすれば良い

のかなど、様々な情報を一元的にわかりやすく市民発信し、取り組みを推進します。 

 

「COOL CHOICE」の例を挿入予定 

 

②家庭や事業所、学校などへの省エネ・再エネ設備の導入促進 

 温室効果ガス排出量の削減のためには、市民一人ひとりの省エネルギー行動に加え、市全体でエネル

ギー消費効率の良い設備・機器、建築物の普及を促進します。公共施設においては、施設更新時に太陽光

発電システムの導入を進めます。事業所のエコアクション 21 や ISO14001 などの取得を支援し、中小規

模の事業所においても環境経営の仕組みをつくり、環境面や経営面での継続的な改善を図ります。 

 

③地産地消の推進 

 地域内における地元農産物の流通は、他産地からの輸送にかかるエネルギーの削減など、環境への負

荷、いわゆるフード･マイレージの低減が期待できます。また、地域で生産される旬の農産物は、他の時

期に生産するよりもエネルギーコストが低いとされており、旬の食材を地元で消費することも重要です。 

飯塚市では、平成 31年に「第 3次飯塚市食育推進計画」が策定され、生産者、農協、直売所、教育委員

会などが連携した地産地消の仕組みづくりを進めています。この計画に基づき、地域における地産地消

を推進します。 

 

④地球温暖化対策実行計画（事務事業編）に基づく対策の推進 

 飯塚市では、市が実施する事務・事業に関し「温室効果ガスの排出量の削減」と「温室効果ガスの吸収

作⽤の保全及び強化」に取り組むための「地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」を策定しています。

この計画に基づき、庁舎をはじめとする公共施設での省エネルギー対策などを実施します。 

施策方針② 省エネ活動、再生可能エネルギー導入の促進 

評価指標 現状値 目標値 

温室効果ガス排出量 
 865.1千 CO2t 

（2018年） 

 2030年に 2013年度比で 46％減 

（2013年度 1,199.2千 tCO2 
→2030年度 647.6千 tCO2） 

【施策方針②】省エネ活動、再生可能エネルギー導入の促進 
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（１）計画の概要 

 

①計画の背景 

 「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、地方公共団体は「地方公共団体実行計画」を策定す

るものとされています。本市においては、2021 年 3 月に環境省が取りまとめた「地方公共団体実行計画

（区域施策編）策定・実施マニュアル算定手法編 Ver．1.1」（以下、「算定マニュアル」とする）に基づ

き市内から排出される温室効果ガスの推計を行い、国や県の動向を踏まえ、中期目標として 2030年度の

削減目標値ならびに長期目標として 2050年度の削減目標値を設定しました。 

 

②対象とする温室効果ガス 

 本市が対象とする温室効果ガスは、二酸化炭素（CO2）、メタン（CH4）、一酸化二窒素（N₂O）とします。 

 

③基準年度・目標年度 

 国や県の動向を踏まえ、基準年を 2013年度、中期目標年度を 2030年度、長期目標年度を 2050年度と

します。 

 

 

（２）本市における温室効果ガスの排出量の推計方法 

 
【推計の対象となる部門・分野】 

 温室効果ガス排出量は大きく、「エネルギー起源 CO2」と「エネルギー起源 CO2以外」に分けられます。

エネルギー起源 CO2については、環境省が公表する「自治体排出量カルテ」の値を用います。また、エネ

ルギー起源 CO2以外については、メタン（CH4）、一酸化二窒素（N2O）を対象に算定マニュアルに基づき、

各種統計データを収集整理して推計しました。 

 

 

 
 

 算定マニュアルでは、地方公共団体において、対象とすることが望まれる部門・分野がまとめられてい

ます。中核市以下の市町村においては、エネルギー起源の CO2として、産業部門、業務その他部門、家庭

部門、運輸部門（鉄道、船舶、航空除く）、エネルギー起源 CO2 以外として、一般廃棄物（焼却処分）が

特に把握が望まれるものとされています。 

 独自推計部分のエネルギー起源 CO2以外については、特に把握が望まれる一般廃棄物（焼却処分）に加

え、市レベルでの統計データの入手が可能な部門・分野について推計を行いました。 

 

 

エネルギー起源CO2

①環境省推計値

エネルギー
起源
CO2以外

②独自推計値

地球温暖化対策実行計画（区域施策編） 
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図表 4-1 エネルギー起源 CO2以外の推計の対象部門・分野 

分野 項目 

燃料燃焼 自動車走行 

農業 

耕作 （米、麦、大豆） 

 水田、肥料使用、農産物残渣すき込み、焼却 

畜産 （牛、豚、鶏） 

 排せつ物管理 

廃棄物 
一般廃棄物（焼却処分） 

排水処理（し尿、産業、生活・商業） 

 

 

【参考】地方公共団体の区分により対象とすることが望まれる部門・分野 

 
資料）環境省「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル算定手法編 Ver．1.1」 
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（３）本市における温室効果ガスの排出量の推計結果 

 

①エネルギー起源 CO2排出量の推移 

 エネルギー起源の CO2排出量の推移を見ると、一般廃棄物と 2017 年度の産業部門の増加以外は、いず

れの分野も 2013年以降、一貫して減少傾向にあります。特に、民生部門（業務、家庭）の減少幅が大き

くなっています。 

 
図表 4-2 エネルギー起源 CO2の推移 

 
注）「標準的手法」（全国や都道府県の炭素排出量を部門別活動量で按分する方法）による全市区町村の部門別 CO2排出量

の現況推計値データ｡ 

資料）環境省「部門別 CO2排出量の現況推計」 

 

図表 4-3 部門別エネルギー起源 CO2の排出量割合（2018 年度） 

 
注）「標準的手法」（全国や都道府県の炭素排出量を部門別活動量で按分する方法）による全市区町村の部門別 CO2排出量

の現況推計値データ｡四捨五入により割合の合計が 99.9％となっている。 

資料）環境省「部門別 CO2排出量の現況推計」 
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②エネルギー起源 CO2以外【メタン（CH4）、一酸化二窒素（N2O）】の排出量推移 

 エネルギー起源の CO2以外の排出量は農業分野の排出量が最も多いのが特徴です。農業分野でも家畜の

排出量が多くなっています。そのため、家畜の飼育頭数の増減が直接影響します。排出量全体の推移をみ

ると、2015年までは減少傾向にありましたが、2016年、2017年は増加した後、2018年に減少に転じてい

ます。 

 

図表 4-4 エネルギー起源 CO2以外の排出量の推移 

 
注）環境省「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル算定手法編 Ver．1.1」に沿って推計 

資料）第 3次飯塚市環境基本計画・基礎調査報告書 

 

図表 4-5 分野別・ガス別 エネルギー起源 CO2の推移 

（千 tCO2） 

 
注）環境省「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル算定手法編 Ver．1.1」に沿って推計 

資料）第 3次飯塚市環境基本計画・基礎調査報告書 
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③市域全体での温室効果ガス排出量（CO2換算）の推移 

 メタン（CH4）、一酸化二窒素（N2O）を含めた、市域全体での温室効果ガス排出量（CO2換算）は、2013

年度の 1,199.2tCO2ピークに一貫して減少傾向にあり、2018 年度は 865.1 千 tCO2まで減少しています。

また、エネルギー起源の CO2が全体の約 97.2％を占めています。 

 
図表 4-6 部門別温室効果ガス排出量（CO2換算）の推移 

 
注）環境省「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル算定手法編 Ver．1.1」に沿って推計 

資料）第 3次飯塚市環境基本計画・基礎調査報告書 

 

 
図表 4-7 温室効果ガス別排出量（CO2換算）の推移 

 

 
注）環境省「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル算定手法編 Ver．1.1」に沿って推計 

資料）第 3次飯塚市環境基本計画・基礎調査報告書 
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（４）本市における温室効果ガスの削減目標値 

 

 

①国の削減目標値（保留） 

 我が国においては、2020年 10 月に日本政府として、「2050 年温室効果ガス排出実質ゼロ」を宣言し、

2021年４月の気候サミットで「日本の 2030 年度の温室効果ガス排出を 2013 年度から 46％削減するこ

とを目指す。さらに 50％減の高みに向け、挑戦を続ける」ことを表明しました。これを受け 2021年６月

には、「地球温暖化対策の推進に関する法律」が改正、公布され、同年 10月には地球温暖化対策計画が改

定されました。なお、国の削減目標の部門別削減率は図表 4-8のとおりとなっています。 

 

 
図表 4-8 国削減目標の部門別削減率 

 
資料）環境省「地球温暖化対策計画（令和３年 10月 22日閣議決定） 概要版」より抜粋 
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②福岡県の削減目標値 

 福岡県では、国が掲げている将来あるべき姿「2050年温室効果ガス排出ゼロ」を踏まえ、2050年の目

指すべき姿、長期目標として温室効果ガス排出実質ゼロを目指すとし、2030 年度までに必要となる具体

的な省エネ対策や再エネ導入目標を積み上げ、県における 2030 年度の温室効果ガスの削減目標を 2013

年度比で 46％削減するとしています。 

  

 
図表 4-9 福岡県削減目標の部門別削減率 

 
注）（※１）特段の策を講じない場合：今後、これまでと同様の対策しか実施せずに推移した場合 

  （※２）対策を実施した場合：現在実施している対策に加え、今後実施すべき対策の効果を考慮した場合 

資料）福岡県第３回福岡県地球温暖化対策実行計画専門委員会「福岡県地球温暖化対策実行計画（素案）（全体）」より

抜粋 
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③本市の削減目標値 

 

 飯塚市では、国や福岡県の目標設定を踏まえ、中期目標値、長期目標値を以下のように設定します。 

 

中期目標値（2030年度） 

2030年度における飯塚市の温室効果ガス排出量を基準年度（2013年度）から 46％削減します。 

 

長期目標値（2050年度） 

 2050年度に飯塚市の温室効果ガスの排出実質ゼロを目指します。 

 

図表 4-10 温室効果ガス削減目標イメージ 

 
注）2018 年度以降、森林管理により市域の森林が毎年一定の CO2を吸収すると想定。2050 年の吸収量は 2018 年度の年間

吸収量の推計値 

 

 

図表 4-11 飯塚市の温室効果ガス削減目標の部門別削減率 

 
注）部門別の目標値については、飯塚市の温室効果ガスの排出量の推計対象となる対象とすることが望まれる部門・分野

に基づき福岡県の 2013年度比を調整 
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【重点施策】 
 

 

基本目標Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの実現に向けた横断的取組 

「教育・協働・連携の推進」 
 

 

 

 
 

 

（１）現状と課題 

 近年、スマートフォン、タブレットの普及や ICT の発展によって日常生活における情報発信のデジタ

ル化が大きく進展しています。それに伴い、SNS（ソーシャルネットワーキングサービス）などのアプリ

ケーションサービスの利用は、多様な世代に浸透しています。 

 飯塚市が市民に向けて発信する情報手段も、紙媒体の広報いいづかをはじめ、ウェブサイト（ホームペ

ージ）での情報集約・発信、各種 SNSの活用など、多様化しています。しかしながら、情報手段が多様化

する一方、受け取る市民側では、特に若い世代が行政の情報に触れる機会が少ないことに加え、デジタル

化に不慣れな高齢層もまだ多く、情報が自治体側からの一方通行になっているという課題が挙げられま

す。そのため、多様化する媒体の長所や媒体を利用する層の傾向を把握し、目的に適した情報発信手段を

選択、組み合わせていくことが重要です。 

 

（２）取組の方向性 

 

①多様な媒体による情報発信 

 飯塚市では、ウェブサイトや広報誌（広報いいづか）、自治会（隣組）回覧板などで、生活に関する情

報発信を行っています。また、スマートフォンやタブレットの普及により、手軽に即時性の高い情報を市

民に届けることができるようになっています。様々な手段が普及するなか、各媒体の特性を踏まえ、デジ

タルとアナログ（紙面）の効果的な組み合わせによる情報発信を行います。情報発信が自治体側からの一

方通行とならないように、市民に興味を持ってもらえる情報の収集、表現の選択を心がけます。また、幅

広い市民に情報が届くよう、自治体が管理する媒体以外にも、地域のメディアや民間施設などとの連携

も進めます。 

 

②ICTを活用した多様なコミュニケーション手段の導入 

 飯塚市では、AI 技術を活用し、市のウェブサイト上で手続きや制度、ルールなどについて市民の質問

に自動で回答するシステムを導入しています。AI の学習データを増やし、市民のあらゆる疑問に対応で

きるようにシステムを進化させていきます。また、ごみ出しや資源回収の方法、生活における省エネ対

策、環境イベントなどの情報を定期的に配信できるアプリケーションの導入を検討します。 

 

 

 

  

【施策方針①】情報発信手段の多様化 
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（１）現状と課題 

 環境課題の解決に向けては、市民一人ひとりが自分のこととして考え、実際に活動する事が非常に重

要です。しかし、市民アンケート結果をみると、ごみ出しルールを守ったり、節電・節水など省エネルギ

ー行動など家庭でできることへの取組は進んでいるものの、自治会活動や市、環境団体が開催するイベ

ント・活動への参加は進んでおらず、今後も参加する予定がないとする人が多くみられました。 

 飯塚市では、自治会への加入世帯の減少や環境団体を牽引する人材の高齢化など、地域活動、コミュニ

ティの維持・拡大が重要な課題となっています。市民、環境団体、事業者、学校、行政などそれぞれの主

体が連携し、市民や各主体が気軽に環境活動を始められるような仕組み作りや、新たな組織、コミュニテ

ィ形成の支援体制の構築が求められます。 

 

（２）取組の方向性 

 

①自治会・交流センターの活用による地域コミュニティの活性化 

 核家族や単身世帯、共働き世帯の増加など世帯環境の変化や生活様式の多様化、地域に対する考え方

の変化により、地域活動に積極的に参加しない人が増加しています。日々の生活で忙しく、継続的な地域

活動への参加が難しい世代については、スポット的、断続的であっても気軽に活動に参加できるような、

様々な場や機会を多くつくり、地域コミュニティの一員としての認識を高めてもらうことが重要です。

自治会や交流センターでのイベントや交流を積極的に支援することで、一人でも多くの市民のコミュニ

ティ活動への参加を促していきます。 

 
②多様な主体、世代が気軽に情報交換できる場の創出支援 

 市民ワークショップに参加した市内大学に通う大学生からは、環境活動やイベントに参加したい気持

ちはあるが、どこに情報があるのか、誰にコンタクトをとれば参加できるのかわからないなどの声が多

く聞かれました。また、年代にかかわらず、気軽に環境やコミュニティ活動などに関する情報交換ができ

る集いの場、おしゃれなカフェが欲しいなどの要望もありました。 

 環境活動や地域コミュニティを牽引してきた人材の高齢化や人員の減少などが課題となるなか、若い

世代を取り込むためには、気軽に誰でも利用できるような情報交換の場をつくり、活動への参加者を増

やしていくことが重要となります。そのため、様々な主体や世代が環境や地域の情報を交換、発信できる

場の創出を支援します。また、若い世代の視点やアイデアで環境や地域の課題を解決していくため、定期

的なワークショップの開催など、市内の高校や大学と連携した多世代型のイベントや活動を支援します。 

 

③環境保全団体などのネットワーク形成支援 

 水辺の環境が豊かな飯塚市では、遠賀川や穂波川など水環境保全団体や、まちづくり推進の一環とし

て環境保全に取り組む団体などがあります。複雑化する環境課題に対応していくためには、団体間の連

携、ネットワークを強化し、多面的にアイデアを出し合い活動を広げていくことが重要です。活動団体の

側面支援に加え、環境関連団体のみならず、多様な活動団体をつなげていくネットワーク形成に関して

の支援を積極的に行います。 

  

【施策方針②】多様な主体、多様な世代の交流・連携の推進 
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（１）現状と課題 

 世界規模で拡大・複雑化する環境課題を解決していくためには、社会全体で環境への関心を高め、常に

環境に配慮した行動となるようなライフスタイルやビジネススタイルへの転換を急速に進める必要があ

ります。環境課題を解決し、持続的な社会を構築していくためには、市民一人ひとりが自ら学び、問題の

本質を理解し、解決策を実行する力を身に着けていくことが重要です。 

 市民アンケートをみると「環境教育・学習と実践活動の充実」の施策については、満足度、重要度とも

に中位に位置しており、さほど市民の関心は高くありませんが、教育・学習は人々の行動の基礎となるた

め、最も重要視すべき分野の１つです。SDGs の達成に向けても、「教育がすべての SDGs の基礎」といわ

れています。そのため、正しい知識を身に着け、自ら考え行動できる人材を育てる教育・学習、体験の場

の充実が必要となります。また、環境教育や学習を担う人材の育成も求められます。 

 

 
（２）取組の方向性 

 

①エコ工房、コミュニティセンター・交流センターを活用した講座、セミナーイベントの拡充支援 

 地域の環境団体や大学、事業者などと連携し、多様な世代が楽しみながら、気軽に参加・学習できる講

座やセミナー、イベントの企画・開催を支援します。国や県、大学、環境団体などが主催する人材育成事

業などへ市民の積極的な参加を促し、地域で講座やセミナーの講師を担う人材を育成します。 

 地元の自然、文化、歴史などの専門家や、地域の環境団体、大学関係者など講師を担う人材の情報を収

集・集約し、ニーズや時勢に応じた教育・学習を提供できる体制を構築します。 

 

②専門家による自然観察会の開催 

 体験型の学習は、知識や理解をより深めると同時に、実際の行動に結びつけるために大切な役割を果

たします。また、地域の自然環境を身近に感じることは郷土への愛着にもつながります。そのため、地元

の専門家などの協力を得て、定期的に地域の自然観察会を開催します。 

 

③小中学校における環境教育の推進 

 環境問題は、生活に密着した身近なものから、地球温暖化や生物多様性の損失など、地域や国を越えた

世界レベルでのものまで幅広く、「環境」「社会」「経済」が相互に密接に関係しているため、そのバラン

スを保つことが重視されます。そのため、環境教育による持続的・総合的な視点を持つ人材を育てること

が重要になります。環境教育は、平成 18（2006）年改正の教育基本法、平成 19（2007）年改正の学校教

育法において、教育の目標の１つとして位置づけられています。さらに、持続可能な社会の創り手を育む

教育である ESD として展開されています。小中学校における環境教育では、タブレットなどの ICT の活

用により、国際的な視点に立てる情報の収集、アイデアの創出などにも取り組みます。 

 

 

 

  

【施策方針③】環境教育・学習の充実 
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資料編 
１．策定過程  

２．審議会委員一覧 

３．用語集 

 



頁数 意見内容

各項目別の意見内容

第3次飯塚市環境基本計画（素案）についての市民意見募集結果

回答

P15

～

P32

だれが、どのように進めていくのでしょうか。

行政側も入れ替わりが激しくて、本気で取り組むには時間がたりな

いように感じています。もう少し具体的なものが無いと、市民にも

伝わらないし、第2次の十年と同じ事になるのではないですか。

P３「図表1-4　第3次飯塚市環境基本計画の推進体制」に記載した通り、市民、事業

者、環境団体、学校、行政がそれぞれの役割を果たすとともに、各主体のパートナー

シップによって取組を進めます。

近年においては、環境問題は目まぐるしく複雑化・多様化しており、また直近の社会

情勢においてもコロナ禍の深刻化など、取組を進めるにあたって勘案すべき情勢の変

化が起こっています。これらを踏まえた上で、本計画推進に係る具体的な事業につい

ては計画中には定めず、P3「図表1-2 計画の期間」に示すとおり、毎年実施計画の見

直しを行い、情勢の流動に弾力的に対応できる形を整えております。

P15

②里山の保全

生活している実感として、景観を損ねるソーラーパネルが各所にで

きていて、里山が守られているとは思えません。急な大雨の機会も

多く、安全面でも心配です。計画的に進められているのでしょう

か。計画が、市民にも分かるようにして欲しいです。

本市では、自然環境を保全し、安全な生活環境を守ることを目的として『飯塚市自然

環境保全条例』を定めています。

同条例に基づき、計画面積が1,000平方メートル以上の事業を行う事業者に対し、事業

計画の届出を行い、計画地域の周辺住民に対する説明会を開催することを義務づけて

いるほか、届出された事業計画について周知・閲覧に供しており、計画の市民への周

知に努めております。

また、事業活動が自然環境及び生活環境に与える影響等について、法律・環境等の分

野における学識経験者で構成される『自然環境保全対策審議会』において、調査・審

議を行っております。

第4章　基本施策

5
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Ⅱ

④

№

2020年度 ↓

2021年度 ↓5 情報政策課 統合型GISの導入
固定資産税、道路台帳、上下水道マッピングで使用している個別GIS（地理情報システム）や新たに
地域防災、インフラ資産等の管理での活用も併せて統合型GISの導入を検討し、システム構築及び
保守のコスト削減を図る。

2019年度 検討

2022年度 ↓

2023年度 実施

4 契約課 電子入札の導入の検討
談合等の不正行為の防止、事務の簡素化、入札費用の軽減、競争への参加者の利便性の向上等
を図るため、電子入札制度の導入を検討する。

2019年度 検討

2022年度

2023年度

2020年度 ↓

2021年度

2020年度 ↓

2021年度 実施3 市民課
戸籍システムの共同利用及び
業務標準化

戸籍システムについては、本市にサーバを設置し、2市1町から受託して共同利用を実施している。
機器や保守の一元化による経費削減に取り組んでおり、今後も受託先の拡充を図り、システムの
安定稼働と法改正等によるシステム改修経費の削減を図る。

2019年度 検討

2022年度 ↓

2023年度 ↓

2
情報政策課
総合政策課

ペーパレス化の推進
会議室等のアクセスポイントを増設することで、会議資料や研修資料を電子媒体で共有するペーパ
レス化を推進し、印刷製本費や紙媒体の保管スペースの削減を図る。また、各種計画書のデータ
化により印刷製本することを見直し・廃止し印刷製本費の削減を図る。

2019年度 実施

2022年度 ↓

2023年度 ↓

2020年度 ↓

2021年度 ↓

2020年度 ↓

2021年度1 情報政策課 マイナンバーカードの利活用の検討
マイナンバーカードの券面情報、電子証明書、その他空き領域を利用することで、窓口支援システ
ム、図書の貸し出し受付、選挙の投票入場受付、自治体ポイントカードなどの利活用を検討し、市
民の利便性の向上を図る。

2019年度 検討

2022年度

2023年度

所管課 実施項目 実施内容 年度 実施スケジュール 進捗

　限られた経営資源（職員、財産、財源）の中で、これからの行政運営には、最小の経費で最大の効果をあげることが求められていま
す。また行政サービスの縮減や廃止も含めた、市民の視点にたった見直しが必要となっています。
　「飯塚市地域情報化計画」に基づき、急速に進展しているＩＣＴ技術（情報通信技術）の積極的な活用を図り、より効果的、効率的な行
政運営に努め、様々な市民サービスの向上に取り組みます。

年度 効果目標額 達成額 達成率

2019年度 3,000

2023年度 3,000

4,000

大分類 効果的で効率的な行政運営の推進

中分類 ＩＣＴ技術を活用した行政運営の推進

目　標 進捗管理 （単位：千円）

計 17,000

2022年度 4,000

2021年度 3,000

2020年度
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令和 3 年度第 4 回環境審議会 質問 No.7 補足資料 

補足資料【第 3 次飯塚市環境基本計画に基づく事務事業実施計画（一部抜粋）】 

 

※2 

 

 

※１ 

 

 

 

 

 

●第 3 次飯塚市環境基本計画の推進にあたっては、現行計画と同様に各基本目標・施策方針・取組の方向性に紐づいた事務事業を設定し、その実施状況

について毎年度評価を行い、3 カ年の実施計画について、毎年度見直しを行います。 

※１ 

各事務事業の実施状況の評価については、現行計画における段階評価（100%達成、50%以上達成…等）を廃し、それぞれの事務事業について実施状況の

指標となる数値を定め、指標をもとに評価を行います。設定した指標における達成状況も参考に、評価年度における成果と課題を記します。 

※２ 

各事務事業について、評価年度における成果と課題をもとに、評価年度の次年度以降の改善策を定めます。また、3 カ年における事業の成果の方針につい

て、「拡充」「維持」「縮小」「廃止」の 4 段階で定めます。 
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令和3年度第4回環境審議会_質問No.26補足資料
補足資料【荒廃森林整備面積】

年度 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5
荒廃森林整備面積

（累計）
1,701 ha 1,747 ha 1,871 ha 2,021 ha 2,183 ha 2,357 ha 2,531 ha 2,705 ha 2,879 ha

荒廃森林整備面積
（単年度）

67 ha 46 ha 124 ha 150 ha 162 ha 174 ha 174 ha 174 ha 174 ha

年度 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13
荒廃森林整備面積

（累計）
3,053 ha 3,227 ha 3,401 ha 3,575 ha 3,575 ha 3,575 ha 3,575 ha 3,575 ha

荒廃森林整備面積
（単年度）

174 ha 174 ha 174 ha 174 ha - - - -

【備考欄】
●第3次飯塚市環境基本計画中では、荒廃森林整備面積（累計）を評価指標として用いる。（前計画との比較）

●荒廃森林整備面積（単年度）は、『飯塚市荒廃森林再生事業計画（H25～H29）』及び『飯塚市荒廃森林整備事業
5ヵ年計画（H30～R4）』に基づく数値。R5年度以降については、現状最新の計画であるR4年度の計画面積と同値を
計上。

●荒廃森林整備面積（累計）は、年度末における累計面積を、荒廃森林整備面積（単年度）は年度中の計画面積を
示す。

●R10年度以降については、福岡県森林環境税基金による事業に対する補助が無くなる予定であり、荒廃森林整備
事業を継続させる見通しが立っていないため、整備面積（単年度）は計上しない。


