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糸島市環境基本計画の進捗状況 



 

○糸島市環境基本計画の進捗状況（平成２８年度実績） 

 糸島市では、平成23年３月に策定した前期環境基本計画の計画期間が、平成 27年度をもって

終了したため、平成28年３月に後期環境基本計画を策定し、５つの目標を掲げて、様々な施策等

を講じ、目標達成を目指しています。 

糸島市環境基本計画の計画指標（事業）は64件あります。平成28年度実績による事業の進捗

状況は、次のとおりです。 

 

【事業進捗状況の集計】 

１．全体的な事業進捗状況 

進捗状況 事業数 比率（％） 

① 達成（継続中） 15 23.4 

② 着手済 45 70.3 

③ 未着手 4 6.3 

計 64 100.0 

 

 

２．目標ごとの事業進捗状況 

進捗状況 

目標 

達成 

（継続中） 
着手済 未着手 計 

１．地球にやさしい生活を実践し 

循環型・低炭素社会を実現する。 
1 16 1 18 

２．糸島に息づく自然環境を保全・

再生する。 
5 13 1 19 

３．歴史、文化、自然とふれあえ 

快適な社会環境をつくる 
5 7 0 12 

４．安全・安心な生活環境をつくる。 2 7 2 11 

５．協働の仕組みをつくる。 2 2 0 4 

計 15 45 4 64 

 



目標別の計画指標及び数値目標一覧表

■目標１：地球にやさしい生活を実践し循環型・低炭素社会を実現する

１－１：３Ｒ・廃棄物の適正処理の推進

計　　　画　　　指　　　標 進捗状況 所　管　課

1クリーンセンターへのごみ搬入量 生活環境課

2   市民の1人1日当たりのごみの排出量 生活環境課

3ごみの資源化率 生活環境課

4  段ボールコンポスト補助基数 生活環境課

5  エコショップ登録店 ▼ 生活環境課

6   行政区内資源回収拠点設置箇所数 生活環境課

7  ごみの減量やリサイクルの取組を心掛けている市民の割合（市民満足度調査） 生活環境課

１－２：低炭素社会実現の推進

計　　　画　　　指　　　標 進捗状況 所　管　課

1  糸島市内の二酸化炭素排出量 生活環境課

2  公共施設等の二酸化炭素排出量 管財契約課

3  地産地消を意識し購入している市民の割合（市民満足度調査） 農業振興課

4  地産地消販売額（直売所販売額） ● 農業振興課

5  「地産地消応援団」店舗数 農業振興課

１－３：再生可能エネルギー等の導入

計　　　画　　　指　　　標 進捗状況 所　管　課

1  住宅用太陽光発電買取件数 生活環境課

2  公共施設へのクリーンエネルギー設備導入施設数 生活環境課

3  防犯灯のＬＥＤ導入基数 危機管理課

4エコカー公用車の導入台数 管財契約課

5水素ステーションの誘致箇所数 生活環境課

6節電や省エネを心がける市民の割合（市民満足度調査） 生活環境課

■目標２：糸島に息づく自然環境を保全・再生する

２－１：多様な自然環境の保全

計　　　画　　　指　　　標 進捗状況 所　管　課

1荒廃森林整備面積 農林水産課

2木の駅「伊都山燦」の木材集荷量 農林水産課

3広葉樹の森の整備面積 ● 農林水産課

4水源涵養保安林等の指定区域拡大 農林水産課

5担い手への農地集積率 ● 農業振興課

6水質調査箇所数 生活環境課

7河川の平均ＢＯＤ値 ● 生活環境課

8市街地や公園など生活環境に満足している市民の割合（市民満足度調査） 都市計画課・施設管理課

9景観について市民の意識醸成のための研修会などの開催回数 都市計画課

【　進捗状況　　●：達成（継続中）　　▼：未着手　　無印：着手済　】



２－２：豊かな自然の再生

計　　　画　　　指　　　標 進捗状況 所　管　課

1汚水処理人口普及率 下水道課

2農家戸数 ● 農業振興課

3認定農業者数（経営体数） 農業振興課

4ふくおかエコ農産物認証制度認定者数 ● 農業振興課

5新規就農者数（平成22年度以降） 農業振興課

6耕作放棄地の再生利用面積 農業委員会

7広葉樹林化実施箇所数 農林水産課

8森林の間伐面積 農林水産課

9松林保全アダプト制度の登録団体数 農林水産課

２－３：生物多様性の保全

計　　　画　　　指　　　標 進捗状況 所　管　課

1生物多様性地域戦略の策定 ▼ 生活環境課

■目標３：歴史、文化、自然とふれあえる快適な社会環境をつくる

３－１：歴史的風土・文化の保全

計　　　画　　　指　　　標 進捗状況 所　管　課

1怡土城跡保存修理工事の実施箇所数 文化課

2新町支石墓群買上比率 ● 文化課

3神楽の保存団体数 ● 文化課

4無形の文化財の指定件数 文化課

３－２：環境教育・学習、環境保全活動の充実

計　　　画　　　指　　　標 進捗状況 所　管　課

1環境学習プログラム数 ● 生活環境課

2環境家計簿登録者数 ● 生活環境課

3環境ボランティア団体向け学習会の開催 生活環境課

4環境イベントの開催 生活環境課

5食育に関する農業体験事業数 農業振興課

6学生のための食農事業数 農業振興課

7市民１人当たりの公園面積 都市計画課・施設管理課

３－３：自然、歴史とのふれあいの推進

計　　　画　　　指　　　標 進捗状況 所　管　課

1自然歩道の整備延長 ● 商工観光課



■目標４：安全・安心な生活環境をつくる

４－１：地域美化の推進

計　　　画　　　指　　　標 進捗状況 所　管　課

1春と秋の美化活動への参加者数 生活環境課

2市の環境パトロールごみ回収量 生活環境課

3不法投棄防止監視ネットワーク協力団体数 生活環境課

4犬のしつけ方教室の開催数 ● 生活環境課

5空き地管理に関する指導件数 ● 生活環境課

４－２：生活環境の保全

計　　　画　　　指　　　標 進捗状況 所　管　課

1糸島市は住みやすいと思う市民の割合（市民満足度調査） 生活環境課

2野焼きの苦情件数 生活環境課

3水道水の利用に不安を抱えている市民の割合（市民満足度調査） 水道課

4給水普及率 水道課

5災害廃棄物の処理・処分計画の作成 ▼ 生活環境課

6災害時し尿収集・処理計画の作成 ▼ 生活環境課

■目標５：協働の仕組みをつくる

５－１：協働の仕組みづくり

計　　　画　　　指　　　標 進捗状況 所　管　課

1出前講座等の学習会参加者数 ● 生活環境課

2 「アグリコラボいとしま」主体の産学官連携事業数 農業振興課

５－２：環境情報の共有

計　　　画　　　指　　　標 進捗状況 所　管　課

1環境情報サイト新着情報数 ● 生活環境課

５－３：人材の育成と活用

計　　　画　　　指　　　標 進捗状況 所　管　課

1環境ボランティアネットワーク加入団体数（加入者数） 生活環境課



































 

 

 用  語 解   説 

あ アグリコラボいとしま 

糸島農業産学官連携推進協議会の通称。糸島地域の農業者、九州大学、農業関係機関が集まり、産学

官相互の交流を推進し、知的資源や地域資源を生かして糸島地域の創造と活性化に寄与するために活

動中。 

 アダプト制度 
行政が、特定の公共財（道路、公園、河川など）について、市民や民間業者と定期的に美化活動を行

うよう契約する制度のこと。アダプト（Adopt）とは、英語で「養子縁組をする」という意味。 

 

 
怡土城跡 糸島市と福岡市との境にある高祖山（標高４１６メートル）の西斜面一帯に築かれた古代山城の跡。 

 

 
エコカー 環境負荷の低減に配慮した自動車。 

 エコファミリー 
ふくおかエコライフ応援サイトやふくおかエコライフ応援BOOKで紹介される情報を参考に、家庭での

電気、ガス、ガソリンなどの省エネルギー・省資源に取り組む家庭。 

 

 
ＬＥＤ 発光ダイオードの略。電圧をかけた際に発光する半導体素子のこと。 

 汚水処理人口普及率 
下水道、農業集落排水施設等及びコミュニティプラントを利用できる人口に合併処理浄化槽を利用し

ている人口を加えた値を、総人口で除して算出した、汚水処理施設の普及状況の指標。 

か 環境家計簿 
家庭で使う電気・ガス・水道・ガソリンなどの使用量や支出額を集計して、二酸化炭素の排出量など

の環境負荷を計算できる家計簿。 

 

 
神楽 神事でおこなわれる舞楽。 

 

 
環境情報サイト 糸島市のホームページで環境の情報を公開している場所。 

 環境パトロール 
不法投棄防止や環境監視のための巡回パトロール。散乱ごみの回収や不法投棄防止のための看板の設

置等を行う。 

 

 
環境ボランティア団体 環境美化や自然環境保全などの活動を行うボランティア団体。 

 環境ボランティアネットワーク 
糸島市内で環境美化や自然環境保全などの活動を行うボランティア団体の活性化を目的とした、情報

交換や相互協力などのための組織。 

 間伐 
森林を育てるために森林に適度な光を入れ、木の過密化を解消するために木を間引く作業を指す林業

用語。間引かれた木材は間伐材と言う。 

計 画 指 標 の 用 語 解 説 



 

 木の駅「伊都山燦」 糸島市が取り組む原木集積施設。 

 

 
給水普及率 水道事業を行う区域内の人口のうち、給水を行っている人口の割合。 

 

 
クリーンエネルギー 環境を汚染することのないエネルギー。太陽光、太陽熱、風力、水力、地熱を利用する発電など。 

 

 
クリーンセンター 糸島市のごみ・リサイクル処理施設。 

 耕作放棄地 
農林水産省の統計調査における区分であり、調査日以前1年以上作付がはっきりせず、今後数年間の

間に再び耕作するはっきりした意思のない土地(農地)のこと。 

 荒廃森林 
森林内が暗く、地表の植物が少ない。過去に風雪害にあい、放置されている。竹が侵入しているなど

といった森林。 

 さ 災害廃棄物 地震や津波、洪水などの災害に伴って発生する廃棄物。 

 省エネ 
「省エネルギー」の略。石油や石炭、天然ガスなど、限りあるエネルギー資源がなくなってしまうこ

とを防ぐため、エネルギーを効率よく使うこと。 

 

 
新町支石墓群 糸島市志摩新町にある弥生時代の遺跡。 

 水源涵養保安林 
流域保全上重要な地域にある森林の河川への流量調整機能を安定化し、その他の森林の機能とともに、

洪水、渇水を防止したり、各種用水を確保したりする保安林。 

 用  語 解   説 
 

 
水素ステーション 燃料電池車に水素を供給するための施設。 

 

生物多様性 
地球上の生物の多様さとその生息環境の多様さを言う。生態系は多様な生物が生息するほど健全であ

り、安定していると言える。  

 

 
節電 電気の使用量・消費量を節約すること。 

た 太陽光発電 太陽光を太陽電池を用いて直接的に電力に変換する発電方式。 

 段ボールコンポスト 
竹パウダーや燻炭等の基材の入った段ボールに生ごみを入れ、微生物の力を利用して分解させる堆肥

化容器。 

 地産地消 
地域で採れた農産物を地域の人たちが消費すること。地産地消の推進により、生産者と消費者の物理

的、心理的距離を縮め、消費者ニーズに応えた生産や農業への理解を促進することが期待される。 



 

 

 
地産地消応援団 糸島産農林水産物を利用するという目標・意欲を持ち、「地産地消」に協力して頂ける店舗。 

 出前講座 
行政に関わる事業・制度について、市民の要請に基づき市職員が地域に出向いて説明会や講習会を実

施する制度。 

な 認定農業者 
農業者が農業経営基盤強化促進基本構想に示された農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づ

き、経営の改善を進めようとする計画を市町村が認定し、これらの認定を受けた農業者。 

は ＢＯＤ 
河川などの有機汚濁物質による汚れの度合いを示す数値で、水中の汚濁物質(有機物)が微生物により

酸化分解されるのに必要な酸素量で表される。数値が大きいほど汚濁の程度が高いことを示す。 

 ふくおかエコ農産物認証制度 
化学合成農薬の散布回数（成分回数）と化学肥料の使用量を、ともに県基準の半分以下で生産する栽

培計画を認証する制度。 

 不法投棄防止監視ネットワーク 

市内の協力事業者から、不法投棄を目撃したり、投棄現場を発見した際に、市へ通報いただき早期に

発見する。また、営業車等に「不法投棄監視中」のステッカーを貼ってもらうことで、未然防止を行

うための組織。 

ま 無形の文化財 
演劇、音楽、工芸技術、その他の無形の文化的所産で我が国とって歴史上または芸術上価値の高いも

の。 

ら リサイクル 使い終わったものをもう一度資源に戻し製品を作ること。 

 

 

 


