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はじめに  

姶良市は、薩摩半島と大隅半島の結束点、鹿

児島県本土のほぼ中央に位置し、北部の山々が

見られる源流域から南部の錦江湾のある海域ま

で、山、川、海の一連の環境が見られるまちで

す。また、2012年（平成 24年）３月には重富海

岸や白銀坂などが霧島錦江湾国立公園として新

たに指定されました。本市は、この恵み豊かな

自然環境の下、漁業や農業、製造業、商業など

を営み、文化を育みながら、発展してきました。 

一方、我が国における社会経済の飛躍的な発展と急激な都市化の進展は、ま

ちの形態や生活を変化させ、水質汚濁、生物多様性の危機、不法投棄などのさ

まざまな問題を起こしています。また、地球温暖化や異常気象、大気汚染など

世界規模での問題も発生しています。 

このような中、本市では環境に関するさまざまな問題を解決し、次の世代に

よりよい環境を残すために、環境の保全を大きな目的とした「姶良市環境基本

計画」を 2014 年（平成 26 年）３月に策定し、市民・事業者・行政が協働し、

取組を進めてまいりました。 

今回、計画期間の中間時期にあたり、目標年度である 2023年度に向けて、計

画の方向性に沿った取組を着実に進めていくために、これまでの実績を踏まえ、

めまぐるしく変わる昨今の環境動向及び計画の進捗状況に対応するため、より

実効性のある取組となるよう計画の一部見直しを行いました。骨格となる「目

指すべき環境像」や「基本目標」はそのままに、「推進する施策」や「数値目標」

などについての見直しを行っております。 

環境に配慮したまちづくりを進めるため、今後とも、本市が目指すべき環境

像「地域の恵みを受けた暮らしと持続可能な社会を実現し、住みよい県央都市 

あいら」の実現に向けて、市民・事業者・行政が連携、協働して取り組めるよ

う、皆様のより一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

最後になりましたが、この計画の中間見直しに当たり、様々な角度から慎重

なご審議をいただきました姶良市環境審議会委員の方々をはじめとする関係各

位に心から感謝を申し上げます。 

 

2019年（平成 31年）３月 

 

姶良市長 湯元 敏浩 
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１ 計画策定の背景と目的 

 姶良市（以下「本市」という。）は錦江湾に面し、その背後には、市街地を挟んで水田や里山など

の自然が広がっています。さらにその奥には、真黒
ま ぐ ろ

岳
だけ

や烏帽子
え ぼ し

岳
だけ

、長尾山
ながおやま

の山々がみられるなど、多

様な自然に恵まれています。この中には、日本一の巨樹である「蒲生の大クス」や日本の滝百選に選

ばれた「龍門滝」、藺牟田池県立自然公園「住吉池」、霧島錦江湾国立公園に指定されている「重富海

岸」など、地域の誇りとなっているさまざまな自然の遺産がみられます。 

 この恵み豊かな自然環境の下、漁業や農業、製造業、商業などを営み、文化を育みながら、本市は

発展してきました。しかし、この発展を支えてきた社会経済活動は、私たちに利便性や物質的な豊か

さをもたらした一方で、河川や海域の水質汚濁、生物多様性の危機、ごみ問題などの身近な環境問題

を引き起こすとともに、地球温暖化などの地球規模の環境問題も引き起こしています。また、近年で

は中山間地域の里地里山(1)での過疎化や人の暮らしの変化による生きものへの影響もみられるよう

になっています。 

 健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受し、健康で文化的な生活を営むことは市民の権利です。一方、

この環境を守り、育て、将来の世代に引き継いでいくことは、私たちの責務でもあります。 

 環境に関する問題を解決し、次世代によりよい環境を残すため、本市では、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して、｢姶良市環境基本計画｣（以下「本計画」とい

う。）を策定することとしました。本計画では、｢第 2 次姶良市総合計画｣の基本理念である｢可能性全

開！夢と希望をはぐくむまちづくり｣の実現を環境面から推進することとします。 

 

蒲生の大クス 

 

龍門滝 

 

藺牟田池県立自然公園「住吉池」 

 

霧島錦江湾国立公園「重富干潟」 

                             
(1)里地里山：都市と奥山の中間に位置し、森林、農地、草地、ため池などで構成され、農林業者など人の手で管理されてきた地域 
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２ 中間見直しの趣旨 

 2014 年（平成 26 年）3 月に策定した本計画は、計画策定の 5 年後に当たる中間年度（2018

年度（平成 30 年度））に、本市を取り巻く環境・社会状況の変化、科学・技術の進展などを踏まえ、

必要に応じて計画内容の見直しを行うこととしていました。 

 2018 年（平成 30 年）4 月に閣議決定された「第５次環境基本計画」では、「持続可能な開発目

標（SDGs）」の考え方に基づき、環境保全に取り組むことで、社会面・経済面の向上を目指すこと

としています。また、深刻化する地球温暖化問題による影響を軽減するため、2015 年（平成 27 年）

11 月に閣議決定された「気候変動の影響への適応計画」では、国、地方公共団体、事業者、国民が

連携・協力して適応策を推進することが求められています。 

このような、社会情勢の変化に対応するため、本計画を見直すこととしました。 

  

 

３ 中間見直しの方針 

（１）目指す環境像は継承 

  本計画策定時に設定した環境像は、長期的な目標であるため、中間見直しにおいてもこれを継承

します。 

 

（２）基本施策と「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」の関連性の整理 

基本施策の取組内容と、「持続可能な開発目標（SDGs）」との関連性を整理し、各取組が環境面

だけではなく、社会面・経済面にも好影響を及ぼすことを示し、環境保全に対する取組意識の高揚

を図ります。 

 

（３）指標及び目標の再設定 

  社会情勢や関連計画を踏まえ、指標及び目標の修正を行いました。 
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４ 計画の位置づけ 

 本計画は、「姶良市環境基本条例」第９条に基づいて策定するものです。また、「姶良市総合計画」

のうち、環境に関連する分野を体系化し、具体化するもので、市の関連計画の環境保全に関する施策

との整合を図ります。 

 また、本計画の一部は「地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」として位置づけています。この

計画は「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づくものです。 

 

● 計画の位置づけ ● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 中間見直し後の計画期間と目標年度 

中間見直し後の計画期間は、2019 年度からの 5 年間とし、目標年度は、2023 年度とします。

その中で、本市を取り巻く環境や社会情勢の変化、科学技術の進展などを踏まえ、必要に応じて計画

内容の見直しを行います。 

 

H26 H27 H28 H29 H30 
2019 2020 2021 2022 2023 

(2014) (2015) (2016) (2017) (2018) 
          

計画期間（2014 年度～2023 年度） 

▲    ▲     ▲ 

計画開始    見直し     目標年度 

 

地方自治法 環境基本法 

鹿児島県環境基本条例 

 

姶良市総合計画 

関連計画 

姶良市環境基本条例 姶良市環境基本計画 

【地球温暖化対策実行計

画（区域施策編）を含む）】 

鹿児島県環境基本計画 

環境基本計画（国） 
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６ 対象とする環境の範囲 

 本計画において、対象とする環境の範囲は次のとおりとします。なお、これら環境の保全を進める

ための人づくりに関わる「環境教育・環境学習」についても、本計画において扱うこととします。 

 

● 対象とする環境の範囲 ● 

 

地球環境 地球温暖化 

 

生活環境 廃棄物 

 

水 

 

大気 

 

騒音・振動・悪臭 

 

自然環境 地形・地質 

 

生態系 

 

生物 
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１ 目指す環境像 

 「目指す環境像」とは、市・市民・事業者に共通する長期的な目標として、将来の本市の姿を示す

ものです。 

 2018 年（平成 30年）に策定した「第 2次姶良市総合計画」のまちづくりの基本理念である「可

能性全開！夢と希望をはぐくむまちづくり～ひとりひとりが主役 住みよい県央都市 あいら～」を

踏まえ、本市の現状と課題、市民の意見等を勘案して、「目指す環境像」を次のとおり定めました。 

 

 

 

■「持続可能な社会」とは？ 

安全な生活や豊かな生態系が確保されている中で、地域の人々が協力して地球温暖化やごみ問題、

自然環境の保全に取り組むことで、健全で恵み豊かな環境が保全された社会が実現されています。

また、農山村の過疎化による農地の荒廃や漁業資源の減少といった、本市で起こっている問題の解

決に向けて全市民が協力して取り組むことにより、農林水産業が元気になるとともに、美しい田畑

や里山がよみがえり、地域の文化を大切にしている暮らしが営まれています。さらに、エネルギー

や食料の地産地消により、地場産業が活性化し、環境と経済の好循環がもたらされています。 

 

地域の恵みを受けた暮らしと持続可能な社会を実現し、住みよい県央都市 あいら 
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２ 「目指す環境像」と「持続可能な開発目標（SDGs）」の関係 

 「目指す環境像」では、“住みよい県央都市”を目指すことにしています。これを達成するには、

環境面の向上のみを図るのではなく、環境、社会、経済の３つの側面から私たちの生活を豊かなもの

にしていく必要があります。 

環境、社会、経済の３つの側面から私たちの生活の豊かさや持続可能性をとらえる考え方は、2015

年（平成 27年）に「国連持続可能な開発サミット」で採択された「持続可能な開発目標（SDGs）」

でも示されたものです。これを踏まえ、本計画の策定に際しては、本市において「持続可能な開発目

標（SDGs）」の達成を環境面から支えることと共に、本計画が掲げる環境施策が社会や経済に良好

な波及効果を及ぼすことも示しました。 

「持続可能な開発」とは、「将来の世代がそのニーズを充足する能力を損なわずに、現世代のニー

ズを充足する開発」と定義され、「持続可能な開発」を達成するためには、経済成長、社会的包摂、

環境保護という 3 つの主要素を調和させることが不可欠とされています。SDGs の各目標はこれら

３つの要素のいずれかに関わるものですが、各目標は互いに関連しているため、統合的な課題解決の

視点をもって目標達成に向けて取り組むことが不可欠です。 

本計画は、上記３つの要素のうち、本市の「環境保護」を目的に策定するものですが、持続可能な

「経済成長」や「社会的包摂」のためには、「環境保護」を適切なレベルで推進することが重要です。

また、どのレベルで「環境保護」に関する施策を推進するのが妥当か、ということを検討するには、

長期的な視点での「経済成長」や「社会的包摂」(2)を考慮する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                             
(2)社会的包摂：市民一人一人を地域社会の一員として取り込み、支え合う考え方のこと。 

姶良市環境基本計画 

持続可能な開発目標（SDGs） 17 の目標 
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３ 持続可能な開発目標に向けた市内の取組事例 

取組事例１ 人・環境にやさしい有機野菜（姶良有機部会・蒲生有機部会） 

本市では、姶良有機部会や蒲生有機部会といった

部会が農家主導でつくられ、早くから有機農業の取

り組みが始められています。これらの部会では生産

から販売、そして消費者との交流などの人と人のネ

ットワークを中心とした組織的な活動を展開してい

ます。 

1998 年度（平成 10 年度）には、これまでの取り

組みが評価され、姶良有機部会が第 4 回環境保全型農

業推進コンクールにおいて農林水産大臣賞を受賞して

います。 

姶良市の有機農業に取り組む農家数は鹿児島県内最

多です。市には毎年就農希望者があり、年々数世帯の

有機農業の就農者が誕生しています。 

有機農業は、化学的に合成された肥料や農薬を使わ

ないため、水や土などの環境を保全し、多様な生物を保全することにも役立っています。錦江湾の水

質保全や地域の生態系保全のためにも、今後も有機農業を振興していくことが求められています。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

関連する「持続可能な開発目標（SDGs）」 

 

 

 

 

 

有機農業 

化学肥料 

農薬 

錦江湾 市内河川 

過剰な 

窒素・リン 

農薬 

有機農業では化学肥料や農薬
を使いません。 

窒素やリンは野菜づくりに必要な栄養素です。 

化学肥料は、作物に効率良く、窒素やリンを与えることができますが、水に溶けやすいため、

土壌に投入された後、地下水や河川、海に流れ込み富栄養化の原因となります。 

有機農業は、化学肥料を用いないため、河川や海への負荷が低くなります。 
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取組事例２ 豊かな干潟の再生（錦海漁業協同組合の取組） 

錦海漁業協同組合では、持続可能な水産業に向け、

干潟再生に関する取組が進められています。 

重富海岸では昭和 30 年代から 50 年代に毎年数

万人の潮干狩り客でにぎわうほどアサリが豊富に生

息していましたが、徐々にアサリが見られなくなっ

てきました。 

アサリ資源を回復するため、錦海漁業協同組合では、

2012 年（平成 24 年）から潮干狩りを禁止し、アサ

リの稚貝を保護しています。2015 年（平成 27 年）

は、研究を続けてきたアサリの養殖が成功し、「にしき

あさり」と命名されています。 

アサリが減少した要因の一つとして、エイによる食

害が考えられています。地球温暖の影響による海水温

の上昇により、南の海に生息していたナルトビエイが錦江湾内に入り込み、漁網に掛かるようになり

ました。エイはアサリをはじめ、ゴカイなど、干潟の浄化を担う小型生物を食べるため、エイの増加

は干潟の環境悪化を招く恐れがあります。 

錦海漁業協同組合では、エイによる食害等の影響を軽減するため、エイの駆除活動が行われていま

す。また、本市ではエイを食べる文化があったとされ、捕獲したエイは食用としての活用も進められ

ています。 

このように、本市の水産資源でもある干潟を再生することは、持続的な漁業を営む場を保全すると

ともに、そこに住む生物の生息環境が保全され、豊かな生態系を育むことにつながります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関連する「持続可能な開発目標（SDGs）」 

 

 

 

 

 

ナルトビエイ 

錦江湾 

温暖化により南の海から北上 

ナルトビエイを駆除・食用利用 

アサリ、ゴカイを捕食 

生態系の保全・持続可能な水産業の実現 

ナルトビエイ 

錦江湾 

温暖化により南の海から北上 

ナルトビエイを駆除・食用利用 

アサリ、ゴカイを捕食 

生態系の保全・持続可能な水産業の実現 
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取組事例３ 地域主体の河川美化活動（思川水系美化・浄化対策委員会） 

本市で環境保全活動を行っている思川水系美

化・浄化対策委員会は、思川流域の自治会および企

業等で組織されています。2007 年（平成 19 年）

から毎月第 3 土曜日を「思川美化の日」と定め、あ

じさいの植栽による憩いの場づくりや、河川清掃な

どを行っています。 

また、思川水系美化・浄化対策委員会では、あじさ

いを植生した川辺をウォーキングする「あじさいロー

ド祭り」を毎年開催しています。このイベントでは、

彩り鮮やかなあじさいを楽しみながら、身近な水環境

に親しむことができます。 

このような活動は、河川環境の保全、市民の環境意

識高揚、さらには地域の魅力向上をもたらすとともに、

ひいては、住みよいまちづくりの実現につながります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関連する「持続可能な開発目標（SDGs）」 

 

 

 

 

 

河川環境の保全・市環境意識高揚・

地域の魅力向上 

地域主体の河川清掃 

市内河川 
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４ 基本方針 

 目指す環境像を実現するため、次の５つの基本方針に基づき、総合的・体系的に環境に関わる施策

を推進していきます。 

基本方針１ 地域の資源を活用し、効率的にエネルギーを使うまちづくり（低炭素社会の構築） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本市は、木質バイオマスや太陽光など、再生可能エネルギーとして活用できる資源に恵まれたま

ちです。これらの資源を有効に活用するとともに、家庭、事業者などの省エネルギーを推進し、温

室効果ガスの排出量削減に努めます。 

また、気候変動による影響を軽減するための取組（適応策）を進め、温暖化に対応した安心・安

全なまちづくりに努めます。 

【温室効果ガスの削減目標】  

本市では、市域から排出される二酸化炭素を 2050 年度において 2010 年度（平成 22 年度）

から 70%削減することとしています。本計画では、長期目標の達成に向けた 2023 年度までの取

り組みについてとりまとめます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本方針 1 と関連する 

「持続可能な開発目標（SDGs）」 

2050 年度における削減目標 

二酸化炭素排出量を 2010 年度比で 70%削減する 

2010 年度（平成 22 年度）：380 千 t-CO2  

⇒ 2050：114 千 t-CO2 
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基本方針２ “ごみ＝貴重な資源”が循環する、地球にやさしいまちづくり（循環型社会の構築） 

 

 

 

 

 

 

 本市で発生する可燃ごみは、「あいら清掃センター」で焼却溶融された後、溶融スラグと飛灰に

変わります。溶融スラグは土地の敷砂等に再利用され、飛灰は県外のリサイクル業者に引き渡され

ています。また、本市で発生する不燃ごみ及び資源物等は、民間のリサイクル施設や、資源化事業

者に引き渡された後、RPF 固形燃料へ再生される等、再資源化されています。 

私たちは、「大量生産・大量消費・大量廃棄」型の社会経済の中で、毎日、貴重な資源を消費し、

たくさんのごみを排出しています。このような中、本市では、食品ロス削減の取り組みである「30・

10 運動(3)」をはじめ、ごみの減量化に向けた取組を進めています。ごみを減らすことは、ごみの

処分による環境への負荷を減らしていくことにもつながり、地球にやさしいまちづくりを推進する

ことでもあります。 

 

基本方針３ 多様な自然や生きものとともに暮らすまちづくり（自然共生社会の構築） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本市は、山、里、海の多様な自然とそこにすむ多様な生きものに恵まれたまちです。この恵まれ

た自然は林業や漁業、農業を営む場として利用され、観光や環境教育に活用されるとともに、本市

の豊かな文化を育んでいます。また、自然環境の豊かさの基盤として、姶良カルデラをはじめとす

る独特な火山地形の存在も重要です。次世代にこの恵みを伝えるため、恵まれた自然環境を守ると

ともに、その持続可能な利用に努めます。  

                             
(3)30・10 運動：会食や宴会の時、「最初の 30 分間と最後の 10 分間はお料理を楽しむことで食べ残しを減らそう」という運動。 

基本方針 3 と関連する 

「持続可能な開発目標（SDGs）」 

基本方針 2 と関連する 

「持続可能な開発目標（SDGs）」 
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基本方針４ 健康な暮らしを支える快適な環境のまちづくり（生活環境の保全） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本市は、ベッドタウンとしての性格をもつまちでもあり、本市の恵まれた環境に惹
ひ

かれて住まい

を構える方も多いものと考えられます。しかし、現状では、河川や海の水質、国道沿いの騒音など

の生活環境上の問題も一部にみられます。本市の家庭や事業所の排水は、主に合併処理浄化槽で処

理された後、河川や海に放流されています。合併処理浄化槽が設置されていない場合、家庭や事業

所からの排水は処理されずに河川や海に流出してしまうため、水質汚濁の原因となります。このよ

うな問題を解決し、水や大気、土が健全に保たれ、音や臭いが私たちにとって快適な状態に保たれ

ることを通じて、健康で快適な暮らしが営めるまちづくりに努め、本市に住むことの付加価値を高

めます。 

 

基本方針５ 地域と地球の環境に貢献する人づくり（環境教育・環境学習・環境保全活動の推進） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 市内の小中学校では、身近な自然を題材とした環境教育や、リサイクル活動を通じた環境教育な

どの取り組みが進められています。また、本市では、環境に関わるさまざまな市民活動団体等が積

極的に活動しており、学校や地域住民とともに、河川美化活動や自然観察会、農業体験等を実施し

ています。このような基盤を活かしながら、身近な地域の環境から地球規模の環境まで、子どもも

大人も楽しく学べるさまざまな場や機会を提供し、これらを通じて、市民一人一人が環境を意識し

た行動を心がける社会づくりに努めます。 

基本方針 4 と関連する 

「持続可能な開発目標（SDGs）」 

基本方針 5 と関連する「持続可能な開発目標（SDGs）」 
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５ 施策の体系 

 本計画では、目指す環境像を実現するため、基本施策を５つの大きな項目に分けて展開し、さらに

基本施策に掲げた事項のうち、重要な課題に関する事項や早急に対応する必要がある事項については、

「重点プロジェクト」として位置づけ、より具体的な施策の展開を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域の恵みを受けた暮らしと持続可能な社会を実現し、 

住みよい県央都市 あいら 
目指す環境像 

重点プロジェクト１ 

ストップ温暖化！みんなで取り

組む省エネ活動プロジェクト 

（分野：低炭素、人づくり） 

重点プロジェクト３ 

資源を大切にするまちあいら 

ごみ減量化プロジェクト 

（分野：循環、人づくり） 

重点プロジェクト４ 

あいらの恵まれた自然を 

次世代につなぐプロジェクト 

（分野：自然共生、人づくり） 

重点プロジェクト５ 

山～川～海のつながり再生 

プロジェクト 

（分野：循環、自然共生、 

生活環境、人づくり） 

重点プロジェクト２ 

くらしを支える再生可能エネル

ギー導入プロジェクト 

（分野：低炭素、人づくり） 

重点プロジェクト 基本方針 

１ 地域の資源を活用し、 

効率的にエネルギーを 

使うまちづくり 

（低炭素社会の構築） 

２ “ごみ＝貴重な資源”が 

循環する、地球にやさしい

まちづくり 

（循環型社会の構築） 

３ 多様な自然や生きものと 

ともに暮らすまちづくり 

（自然共生社会の構築） 

４ 健康な暮らしを支える 

快適な環境のまちづくり 

（生活環境の保全） 

５ 地域と地球の環境に 

貢献する人づくり 

（環境教育・環境学習・環

境保全活動の推進） 

基本施策 

○省エネルギーの推進 

○再生可能エネルギーの 

利用促進 

○気候変動への適応 

○ごみの減量化・再資源化 

○不法投棄の防止 

○地形・地質の保全 

○重要地域の保全 

○里地里山の保全及び活用 

○希少野生生物の保全 

○自然とのふれあいの場の 

確保 

○水環境の保全 

○大気環境の保全 

○騒音・振動・悪臭防止対策

の推進 

○学校での環境教育の推進 

○地域での環境学習の推進 

○環境保全活動の推進 
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第３章 施策の展開 
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基本方針１ 地域の資源を活用し、効率的にエネルギーを使うまちづくり（低炭素社会の構築） 

基本施策１ 省エネルギーの推進 

現状と課題 

本市における二酸化炭素の排出量の内訳をみると、運輸部門の割合が最も高く、次いで、民生業務

部門、民生家庭部門となっており、これらの 3 部門で全体の約 85%（図 3-1 参照）を占めていま

す。 

 二酸化炭素は、化石燃料の使用などに伴って排出され、運輸部門では自動車におけるガソリンなど

の使用、民生業務部門では事業所における電力の使用、民生家庭部門では家庭における電力の使用が

二酸化炭素の主な排出要因となっています。 

本市の 1 人当たりの電灯使用量(4)（図 3-2 参照）は、2013 年度（平成 25 年度）から 2017 年

度（平成 29年度）にかけて若干の増減はあるものの、ほぼ横ばいで推移しています。 

二酸化炭素の排出削減に向けて、市民・事業者による省エネ活動、省エネ設備・機器の普及などを

促進することにより、エネルギーの使用量を抑制する必要があります。 

 

 

 

 

 

資料：九州電力霧島営業所 

図 3-1 二酸化炭素の排出割合 

（2016年度（平成 28年度）） 

図 3-2 姶良市における年間電灯使用量 

 

施策の基本的方向 

 

 

  

                             
(4) 電灯使用量：家庭および小規模事業所における電力使用量 

産業部門

13.9%

家庭

24.6%

業務その他

28.3%

運輸

32.4%

廃棄物

1.6%
産業

家庭

業務その他

運輸

廃棄物

姶良市のCO2排出量

全体：391千t-CO2

一人当たり：5.09t-CO2/人

市民・事業者による省エネルギーを促し、民生部門および運輸部門におけるエネルギー消

費量を削減します。 
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指標および数値目標 

指 標 単位 

2012 年度 

（平成 24 年度） 

（基準年度） 

2017 年度 

（平成 29 年度） 

（現状） 

2023 年度 

（目標年度） 

1 人当たりの年間電灯使用量 kWh/人 2,205 2,206 2,000 

環境家計簿を利用している市

民の割合（アンケート） 
% 7 － 45 

エコドライブに取り組んでい

る市民の割合（アンケート） 
% 67 － 75 

環境マネジメントシステム

（ISO14001※1、エコアクシ

ョン 21※2）を取得している事

業者の割合（アンケート） 

% 14 － 66 

環境配慮型自動車※3 を利用し

ている市民・事業者の割合（ア

ンケート） 

% 
市民：29 

事業者：27 
－ 

市民：70 

事業者：70 

※1 環境マネジメントシステムの公式認証基準を規定した国際規格で、環境マネジメントシステムを経営システムの中に取り入れ、

環境に配慮した経営を自主的に行っていることの証明 

※2 事業者が環境に関する取り組みを効果的・効率的に行うために、取り組みを行う仕組みづくり・取り組みの実践・取り組みの改

善・結果の公表に関する方法について環境省が策定したガイドライン 

※3 ハイブリッド自動車、電気自動車、天然ガス自動車などの低燃費かつ低排出ガスの自動車 

 

主体別の取り組み 

○ 市の取り組み 

 環境配慮型自動車の普及促進 

ハイブリッド自動車や電気自動車などの環境配慮型自動車を率先して導入し、市民・事業者へ

の普及啓発を図ります。 

 エコドライブの推進 

関係団体と連携し、市民・事業者のエコドライブ技術の習得・向上を支援します。 

 ノー残業デーの推進 

市が率先してノー残業デーに取り組み、職員による地球温暖化対策を促進するとともに、事業

者への展開を検討します。 

 マイカー通勤の抑制 

市職員を対象としたノーマイカーデーを実施するとともに、市民・事業者への展開を検討しま

す。 

 コンパクトな都市構造の維持強化 

市街地内の低・未利用地の有効活用や、中心市街地の土地利用効率を高めることなどにより、

現在のコンパクトな都市構造を維持し、環境への負荷を抑えます。 
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 効率的な交通システムの整備 

公共交通の利用促進によりマイカー交通を抑制するとともに、公共交通機関への環境配慮型の

車両や効率的な運行システムの導入を促進します。また、国道 10 号バイパスをはじめとした道

路ネットワークの整備を進め、自動車交通を円滑にすることで、自動車のエネルギー使用量を抑

制します。 

 環境家計簿の利用啓発 

各家庭における省エネ活動の取り組み状況の見える化を図るため、環境家計簿の利用を促進し

ます。 

 地産地消の推進 

農林水産物を輸送する際に排出される温室効果ガスの低減を図るため、地元の農林水産物が市

内で消費される仕組みづくりに取り組みます。 

 ライトダウンキャンペーンの周知 

国が実施するライトダウンキャンペーンの広報、啓発に取り組み、市民への周知を図ります。 

 省エネ活動に関する情報提供 

家庭や事業所などで実践できる省エネ活動と、その効果などに関する情報を市のホームページ

や広報などを通じて発信します。 

 協働による省エネ活動の推進 

鹿児島県地球温暖化防止活動推進員や市民活動団体等と連携し、市民・事業者に対する省エネ

活動の普及啓発を行います。 

 事業者顕彰制度の創設 

事業活動にあたって、地球温暖化防止に貢献している事業者を対象とした顕彰制度の創設を検

討し、事業者の自主的な取り組みを推進します。 

 ISO14001 やエコアクション 21 などの認証推進 

事業者による ISO14001 やエコアクション 21などの取得を推進するため、関係機関と連携

し、講習会の開催や情報提供などを行います。また、認証事業者へのインセンティブ制度の導入

を目指します。 

 住宅の省エネ化の推進 

住宅の新築・改築時における省エネ化に関する市民からの相談を受け付け、住宅の省エネ化を

推進します。 

 建築物の省エネ化の推進 

省エネ法に基づく建築物の省エネ化に関する届出制度の周知を行い、施主や施工業者などに対

する省エネ化の普及啓発を図ります。 

 省エネ設備・機器の導入促進 

省エネ設備・機器の導入を促進するため、市民・事業者による導入を支援します。 

○ 市民の取り組み 

 自動車を購入する際は、ハイブリッド自動車や電気自動車など、環境配慮型自動車への転換に

努めます。 
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 自動車を適正に整備します。 

 自動車を運転する際は、エコドライブに努めます。 

 ノーマイカーデー運動に参加します。 

 過剰な自動車利用を控え、徒歩や自転車などの環境にやさしい交通手段の利用を心がけます。 

 環境家計簿を活用し、二酸化炭素の排出状況の把握に努めます。 

 地元でとれる農林水産物を積極的に購入し、地産地消に努めます。 

 環境関連講座などに参加し、省エネ活動や地球温暖化防止に関する知識を学びます。 

 節電や節水など、家庭でできる省エネ活動を実践します。 

 ライトダウンキャンペーンに参加します。 

 住宅を新築・改築する際は、建物の断熱化・長寿命化に努めます。 

 家電製品などを購入する際は、省エネ性能の高い設備・機器を選びます。 

○ 事業者の取り組み 

 自動車を購入する際は、ハイブリッド自動車や電気自動車など、環境配慮型自動車への転換に

努めます。 

 自動車を適正に整備します。 

 自動車を運転する際は、エコドライブに努めます。 

 従業員の公共交通機関や自転車による通勤を奨励します。 

 ノーマイカーデー運動に参加します。 

 市の要請に応じ、家庭や学校における省エネ活動の普及啓発に協力します。 

 各種イベントなどに参加し、地元農林水産物の PR に努めます。 

 ライトダウンキャンペーンに参加します。 

 ISO14001 やエコアクション 21 などの認証取得を通じて、事業活動における環境負荷の低減

に努めます。 

 省エネ技術の開発など、低炭素関連ビジネスへの参入を検討します。 

 建物を新築・改築する際は、建物の断熱化・長寿命化に努めます。 

 既存施設の長寿命化に配慮した修繕・改修などに努めます。 

 省エネ性能の高い設備・機器や環境配慮型自動車の導入に努めます。 
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基本方針１ 地域の資源を活用し、効率的にエネルギーを使うまちづくり（低炭素社会の構築） 

基本施策２ 再生可能エネルギーの利用促進 

現状と課題 

温室効果ガス排出量の大部分を占める二酸化炭素は、季節変動を伴いながら増加の一途をたどって

います（図 3-3参照）。 

二酸化炭素は主に化石燃料を燃焼する際に排出されるため、二酸化炭素の排出量が少ない再生可能

エネルギーの利用促進が求められています。 

本市では、10 kW 未満の太陽光発電設備を中心に再生可能エネルギーの導入が進んでいます。

2017 年（平成 29年）3 月末現在、本市に導入されている太陽光発電設備は 35,816 kW（3,445

件）です。そのうち、10 kW 未満の太陽光発電設備は 13,320 kW（2,912 件）（図 3-4参照）で

す。 

また、2015年（平成 27 年）4 月に、姶良市温泉センター「くすの湯」に木質バイオマスボイラ

ーが設置されました。従来の重油ボイラーから、間伐材を中心とした木質燃料を利用した木質バイオ

マスボイラーに更新することで、二酸化炭素排出量を削減しています。 

今後も再生可能エネルギーのさらなる利用を促進するため、市による率先導入や市民・事業者に対

する普及啓発・導入支援などに取り組む必要があります。 

 

 

 

資料：気候変動監視レポート 2017（気象庁） 

 

資料：固定価格買取制度情報公表用ウェブサイト 

図 3-3 大気中の二酸化炭素 

の世界平均濃度 

図 3-4 太陽光発電設備（10kW未満）の総導入容量 

（平成 29年 3月末現在） 

 

施策の基本的方向 
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太陽光エネルギーやバイオマスエネルギーなどの再生可能エネルギーの普及啓発に取り組

み、各主体による積極的な利用を推進します。 
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指標および数値目標 

指 標 単位 

2012 年度 

（平成 24 年度） 

（基準年度） 

2017 年度 

（平成 29 年度） 

（現状） 

2023 年度 

（目標年度） 

太陽光発電システムの設置件

数・設置容量（累計）※ 

件数 

kW 

1,861 件 

7,967 kW 

3,445 件 

35,816 kW 

5,620 件 

45,600 kW 

※九州電力株式会社との売電契約を結んでいる件数および容量 

 

主体別の取り組み 

○ 市の取り組み 

 公共施設への再生可能エネルギーの導入 

公共施設への太陽光発電の導入を検討します。 

 再生可能エネルギーの普及啓発 

再生可能エネルギーの設備を活用した環境学習を実施するとともに、各機関が実施するイベン

トなどに関する情報提供を行い、再生可能エネルギーの普及啓発を行います。 

 地域への再生可能エネルギーの導入可能性検討 

バイオマス発電・熱利用や風力発電、小水力発電など、導入が進んでいない再生可能エネルギ

ーを対象に、地域への導入可能性を検討します。 

 再生可能エネルギーの導入支援 

関係機関が実施する再生可能エネルギーや蓄電池等の導入に関する補助事業の情報収集・提供

を行い、市民・事業者による再生可能エネルギーや蓄電池等の導入を支援します。 

 

○ 市民の取り組み 

 各機関の支援制度を活用し、住宅用太陽光発電システムの設置に努めます。 

 再生可能エネルギーに関するイベントに参加し、再生可能エネルギーの普及に対する理解を深

めます。 

 

○ 事業者の取り組み 

 各機関の支援制度を活用し、太陽光発電システムの設置に努めます。 

 各機関の支援制度の活用を市民に呼びかけ、住宅用太陽光発電システムの普及に協力します。 

 小水力発電、バイオマス発電・熱利用などの再生可能エネルギーに関する事業展開を検討しま

す。 
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基本方針１ 地域の資源を活用し、効率的にエネルギーを使うまちづくり（低炭素社会の構築） 

基本施策 3 気候変動への適応 

現状と課題 

地球温暖化は、地球規模の気候変動を通じて自然界に大きな変化をもたらしています。農作物の生

育不良、豪雨による洪水、熱中症といった健康被害、生物種の生息域の変化など、様々な分野におい

て、地球温暖化による気候変動が報告されています（図 3-5参照）。 

本市では、1993 年（平成 5 年）8 月豪雨において、1 日の豪雨で姶良ニュータウン西側斜面約

1.2km の崩壊を始めとして、市内各所で山崩れ、土石流、ため池の決壊等が発生しました（図 3-6

参照）。これにより、死者 1 名、家屋の全半壊及び床上・床下浸水、田畑の流失等大きな被害がもた

らされました。姶良市内で観測した 8月 1日の 19時から 20時までの 1時間雨量は 100.5mm を

記録しました。 

また、全国的に熱中症又は熱中症の疑いにより搬送される人が増えています。本市においても、

2018 年（平成 30 年）4 月 30 日から 2018 年（平成 30 年）9 月 30 日の間に、59 人が搬送

されており、昨年度同期間の 48人よりも増加しています。 

気候変動による影響を少なくするためには、本市で想定される影響を把握・分析し、事前に対応す

ることが重要です。 

 

 

 

資料：平成 28年地球温暖化影響調査レポート（農林水産省） 

図 3-5 デンプンの蓄積が不十分なため白く濁って

見える米粒:白未熟粒（左）と正常粒（右）の断面 

資料：土砂災害ハザードマップ（姶良市） 

図 3-6 触田川（平成 5年 8月被災直後） 

 

 

施策の基本的方向 

 

 

 

  

気候変動による影響に適応した、安全・安心なまちづくりに取り組みます。 
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主体別の取り組み 

○ 市の取り組み 

 災害リスクに関する情報提供 

土砂災害といった災害リスクを可視化したハザードマップなどにより、各地域の災害リスクに

関する情報提供を行います。 

 災害時の迅速な情報発信 

洪水情報などの災害情報をリアルタイムで発信し、市民の迅速な避難行動を促します。 

 土砂災害の発生抑制 

森林や農地の保全、適正な管理により、水源かん養機能の維持・向上を図り、洪水や土砂災害

の発生防止、軽減に努めます。 

 健康リスクに関する情報提供 

感染症予防や熱中症対策に関する情報発信、啓発を行います。 

 気候変動に適応した農作物栽培の推進 

農作物の耐暑性品種や栽培技術の改良に関する情報発信を行い、地球温暖化による農作物の収

量減少・品質低下対策をとります。 

 気候変動による生態系への影響把握 

市内動植物の生息・生育状況の変化など、地球温暖化による動植物への影響把握に努めます。 

 

○ 市民の取り組み 

 非常持出品（貴重品、携帯ラジオ、懐中電灯、救急薬品、非常食料・水など）の準備、避難経

路や避難場所の確認など、防災対策に努めます。 

 感染症の仕組みを理解し、感染症予防に努めます。 

 緑のカーテン、クールビズ・ウォームビズ、打ち水など、温暖化に適応したライフスタイルへ

の転換に努めます。 

 

○ 事業者の取り組み 

 非常時持出品の準備、避難経路や避難場所の確認など、防災対策に努めます。 

 耐暑性品種の導入、温暖化に対応した栽培技術の改良に努めます。 

 クールビズ・ウォームビズの導入など、温暖化に適応したビジネススタイルへの転換に努めま

す。 
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基本方針２ “ごみ＝貴重な資源”が循環する、地球にやさしいまちづくり（循環型社会の構築） 

基本施策１ ごみの減量化・再資源化 

現状と課題 

本市の 1 人 1 日当たりのごみ総排出量は、鹿児島県および全国平均を下回って推移しており、減

少傾向にあります。本市のリサイクル率は、固形燃料である RPF(5)の製造や溶融スラグのリサイクル

等により、鹿児島県および全国平均を上回っていましたが、2012 年度（平成 24年度）から 2014

年度（平成 26 年度）にかけて減少し、2014 年度（平成 26 年度）および 2015 年度（平成 27

年度）では、全国平均を下回っていました。しかし、2016年度（平成 28 年度）は、リサイクル率

が向上し、再び、全国平均を上回りました。 

二酸化炭素の排出削減や天然資源の消費削減の観点から、ごみを発生させない発生抑制（Reduce）

や、繰り返し使う再使用（Reuse）、資源として使う再生利用（Recycle）の 3Ｒ（発生抑制・再使

用・再生利用）を中心としたごみの減量化を進めていく必要があります。 

一方、本市の全世帯に対する高齢者のみの世帯の割合は、全国平均よりも高くなっており、ごみ出

し困難者への支援が必要と考えられます。 

  

資料：一般廃棄物処理実態調査結果（環境省） 

図 3-7 1人 1日当たりのごみ総排出量の推移 

資料：一般廃棄物処理実態調査結果（環境省） 

図 3-8 リサイクル率の推移 

施策の基本的方向 

 

 

指標および数値目標 

指 標 単位 
2011 年度 

（平成 23 年度） 
（基準年度） 

2017 年度 
（平成 29 年度） 

（現状） 

2023 年度 
（目標年度） 

1 人 1 日当たりのごみ総排出量 g/人・日 894 877 856 

リサイクル率 % 21.4 21.1 24.0 

                             
(5) RPF（Refuse Paper ＆ Plastic Fuel）：原料としての再利用が困難な古紙および廃プラスチック類を主原料とした固形燃料 

3R（発生抑制・再使用・再生利用）の推進により、ごみの減量化をより一層進めます。 
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主体別の取り組み 

○ 市の取り組み 

 生活系ごみの減量対策の推進（発生抑制） 

生ごみの減量に関する講習会や堆肥化に関する啓発などに取り組むことにより、生活系ごみの

発生抑制に努めます。 

 事業系ごみの実態把握と減量対策の推進（発生抑制） 

事業所から排出されるごみの実態把握に努め、事業系ごみの減量化を促進します。また、多量

排出事業者に対しては、事業系一般廃棄物の減量に関する計画の作成を促します。 

 リユース製品などの利用推進（再使用） 

リユース製品や詰め替え製品などの利用促進に関する情報提供や普及啓発を行います。 

 ごみの資源化の推進（再生利用） 

ごみの資源化に関する啓発活動や資源物の集団回収の推進などにより、ごみの資源化を進めま

す。 

 ごみ分別の徹底 

ごみの分別に関する情報提供を行い、ごみ分別の徹底を図ります。 

 廃棄物系バイオマスの利用推進 

廃食用油などの廃棄物系バイオマスの利用を推進します。 

 ごみ出し困難者への支援 

自治会やシルバー人材センター等と連携し、ごみ出しが困難な方への支援を行います。 

○ 市民の取り組み 

 「マイバッグ運動」などへの積極的な参加により、ごみの発生抑制に努めます。 

 水切りの徹底や堆肥化容器の利用により、生ごみの減量化・堆肥化に努めます。 

 資源物の集団回収に協力します。 

 不用品バザーなどへ積極的に参加し、再使用の推進に努めます。 

 リサイクル製品や詰め替え製品などを積極的に活用します。 

 市の分別収集区分に基づいて適切に分別します。 

 市や自治会が行うごみ出し困難者への支援に協力します。 

○ 事業者の取り組み 

 過剰包装の自粛や使い捨て製品の使用抑制に努めます。 

 再使用できる容器の利用やリサイクルしやすい素材の利用などに努めます。 

 多量排出事業者は、事業系一般廃棄物の減量に関する計画を作成し、事業系ごみの減量化・再

資源化に努めます。 

 ごみの適正な分別や店頭回収を積極的に実施するように努めます。 

 食品リサイクル法に基づき、食品廃棄物の削減や、飼肥料化などのリサイクルに努めます。 
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基本方針２ “ごみ＝貴重な資源”が循環する、地球にやさしいまちづくり（循環型社会の構築） 

基本施策２ 不法投棄の防止 

現状と課題 

廃棄物の処理方法は法律や条例で定められており、市民や事業者は適正な処理を行うことが義務づ

けられていますが、不法投棄や野外焼却などの問題も発生しています。本市では、不法投棄に関する

苦情が多く寄せられています。 

2012 年度（平成 24年度）のアンケート調査によると、ごみのポイ捨てや不法投棄に対して関心

があると回答した市民の割合は約 43%で、多くの市民がごみの不法投棄対策を望んでいます。 

ごみの不法投棄は、地域の景観を損ねるだけでなく、自然環境や生活環境に大きな影響を及ぼしま

す。このため、不法投棄の防止対策・監視活動を行うとともに、県や関係機関と連携した対策を進め

ることにより、不法投棄のない環境づくりを目指す必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の基本的方向 

 

 

 

 

指標および数値目標 

指 標 単位 

2012 年度 

（平成 24 年度） 

（基準年度） 

2017 年度 

（平成 29 年度） 

（現状） 

2023 年度 

（目標年度） 

不法投棄に関する苦情件数 件/年 39 49 20 

 

  

ごみや資源物の適正な排出・処理の必要性に関する理解をより一層深めるとともに、ごみ出

しのマナーアップを図り、ごみの不法投棄を防止します。 

不法投棄防止に向けた取組(左：監視カメラの設置、右：不法投棄パトロール) 
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主体別の取り組み 

○ 市の取り組み 

 不法投棄の防止 

不法投棄防止に係る周知啓発やパトロールを継続するとともに、関係機関との連携を図り、不

法投棄を防止します。 

 適正処理の促進 

排出事業者や処理業者に対する監視・指導を強化し、廃棄物の適正処理を促進します。 

 ごみ出しマナーの普及啓発 

関連機関と連携し、ごみ出しや散乱防止の指導を行い、ごみ出しマナーの向上を図ります。 

 ごみステーションの整備促進 

ごみステーションの整備を支援します。 

 海岸漂着ごみ対策 

河川周辺の不法投棄防止に向けたパトロールを強化し、河川から海への流入ごみの発生防止に

努めます。また、各機関と連携し、市外から漂着するごみの状況把握および回収に努めます。 

 

○ 市民の取り組み 

 家庭で生じた廃棄物は、決められたルールに従い適正に処理します。 

 廃棄物を不法投棄されないように、所有する土地や建物を適正に管理します。 

 ごみ出しのマナーを守り、ごみステーションを清潔に保ちます。 

 

○ 事業者の取り組み 

 事業活動により生じた廃棄物は、自らの責任において適正に処理します。 

 廃棄物を不法投棄されないように、所有する土地や建物を適正に管理します。 
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基本方針３ 多様な自然や生きものとともに暮らすまちづくり（自然共生社会の構築） 

基本施策１ 地形・地質の保全 

現状と課題 

本市には、姶良カルデラ（錦江湾奥部とその周辺）、米丸マール、蔵王
ざ お う

岳
だけ

、龍門
りゅうもん

滝
だき

など、火山活動

に由来する特徴的な地形が多くみられます。近年では、地形・地質保全の重要性に関する認識が高ま

っており、地形に関するレッドデータブックも刊行されています。市内に存在する地形では、姶良カ

ルデラが「日本の地形レッドデータブック第１集」において「姶良カルデラと鹿児島湾」としてリス

トに掲載されています。このような特徴的な地形・地質の学術的な重要性や、生きものの生息・生育

基盤などとしての重要性を踏まえ、地形・地質の保全が求められています。 

地形の形成要因としては、これらの火山活動のほか、水の働きも重要です。水の働きによって、山

地に谷が刻まれ、河川ができて、平野が形成されます。このうち河川は、利水および治水のために地

形の人為的な改変が行われていますが、生きものの生息・生育空間としての側面を踏まえ、瀬、淵、

河原など、河川に特有な地形の保全が望まれます。 

 

表 3-1 市内の特徴的な地形 

名称 概要 

姶良カルデラ  錦江湾奥部とその周辺の直径約 20km のカルデ

ラ（火山活動によってできた大きな窪地）。複数回

の大噴火によって形成されたと考えられており、

この時の火山灰は日本列島各地に降り積もって

います。 

米丸マール  マールとは、マグマ水蒸気爆発によって生じた丸

い輪郭を持つ火口のことで、市内では住吉池マ

ールと米丸マールが知られています。米丸マー

ルでは土砂が堆積し、水田などに利用されてい

ます。 

蔵王
ざ お う

岳
だけ

  

 

火山岩頸と呼ばれる地形です。地表に噴出する

マグマが火口の通路で固結し、その後、山体が

侵食されて出現した急峻な岩体です。市内では

ほかに湯湾岳なども同じ地形です。 

龍門
りゅうもん

滝
だ き

  高さ 46m、幅 43m の安山岩上に流れる滝で、「日

本の滝百選」の 1 つに選ばれています。龍門滝の

水が流れ落ちている岩は、蔵王岳と同じ火山岩

頸です。 
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施策の基本的方向 

 

 

 

指標および数値目標 

指 標 単位 

2012 年度 

（平成 24 年度） 

（基準年度） 

2017 年度 

（平成 29 年度） 

（現状） 

2023 年度 

（目標年度） 

地形・地質レッドデータブック

における「姶良カルデラと鹿児

島湾」のランク 

－ B B 

現状維持 

（保全の状況評価

を悪化させない） 

※地形・地質レッドデータブックにおけるランク Ａ：保存状況良好、B：低強度の破壊、C：著しく破壊されつつある、D：現存

しない 

 

主体別の取り組み 

○ 市の取り組み 

 重要な地形・地質の保全 

学術的に重要な地形・地質の保全に努めます。 

 自然景観の保全 

龍門滝や蔵王岳などの本市を特徴づける自然景観を保全します。 

 公共工事における地形の改変の最小化 

地形は生きものの生息・生育基盤としても重要であるため、公共工事の実施に際しては、地形

の改変が最小限になるよう努めます。 

 河川地形の保全 

河川における工事、管理に際しては、関係機関と連携して、瀬、淵、河原などの河川に特有な

地形の保全に努めます。 

 森林の土砂災害防止機能・土壌保全機能の維持・向上 

土砂災害等の山地災害が懸念される地域では、森林が有する土砂流出防止等の機能が十分に発

揮されるよう、森林の適切な管理を推進します。 

 地形・地質の重要性に関する市民への啓発 

市内に存在する特徴的な地形・地質について、その重要性を市民に向けて発信します。 

 

○ 市民の取り組み 

 本市の地形・地質について知り、その重要性を理解するよう努めます。 

 

○ 事業者の取り組み 

 開発事業の実施に際しては、地形・地質の保全に努めます。 

特徴的な地形・地質の学術的な重要性や、生きものの生息・生育基盤などとしての重要性を

踏まえ、地形・地質の保全を推進します。 
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基本方針３ 多様な自然や生きものとともに暮らすまちづくり（自然共生社会の構築） 

基本施策２ 重要地域の保全 

現状と課題 

本市には、重富干潟などの干潟、一年生アマモなどが生育する藻場、別府川河口の塩沼地植物群落、

絶滅危惧種のホットスポット(6)になっている漆地区の里山など、生物多様性の保全上重要な地域があ

ります。 

重要地域のうち、重富干潟などは自然公園に指定され、保護のための措置がある程度とられていま

すが、その他の地域では保護のための特別な措置はとられていません。また、クロツラヘラサギの主

要な越冬地やアカウミガメの産卵場所も自然公園外の場所です。これら保護措置のとられていない重

要地域についても、生物多様性保全の観点から、保護のための何らかの施策がとられることが望まれ

ます。 

一方、保護地域となっている重富干潟では、アサリ、アナジャコなどの底生動物やアマモの減少が

指摘されています。これら生物の減少要因として、底質などの環境の変化による影響やナルトビエイ

などの捕食者の増加が考えられています。既に始められている藻場・干潟の再生の取り組みとともに、

今後は流域全体を視野に入れた環境管理の推進が望まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3-2 本市における自然公園の指定状況 

自然公園名 地区名 公園計画における指定状況 指定面積 

霧島錦江湾 

国立公園 

重富干潟 海域公園地区 38.2ha 

重富海岸 第２種特別地域 1ha 

脇元地区 第２種特別地域 246ha 

錦江湾奥部 普通地域 － 

藺
い

牟田
む た

池
いけ

県立 

自然公園 

住吉池およびその周辺の陸域 第２種特別地域および普通地域 34.5ha※ 

蒲生の大クスおよびその周辺 普通地域 － 

帖佐臥竜梅およびその周辺 普通地域 － 

※第２種特別地域のみの面積 

資料：霧島錦江湾国立公園指定書及び公園計画書（環境省） 

   鹿児島県資料  

                             
(6) 絶滅危惧種のホットスポット：絶滅危惧種が集中してみられる地域 

別府川河口の塩沼地植物群落 重富干潟：「日本の重要湿地 500」に選

定されている「錦江湾」の一部 
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施策の基本的方向 

 

 

 

指標および数値目標 

指 標 単位 

2012 年度 

（平成 24 年度） 

（基準年度） 

2017 年度 

（平成 29 年度） 

（現状） 

2023 年度 

（目標年度） 

自然公園の特別地域※1面積 ha 320 320 現状より拡張※2 

重富干潟面積 ha 53※3 53 現状維持 

※1 工作物の新・改増築、木竹の伐採、鉱物の掘採など、自然の風致景観に影響を与える行為に対する規制が設けられている地域で、

自然状態を保持する度合いによって、「特別保護地区」、「特別地域（第１種・第２種・第３種）」に区分される 

※2 普通地域も含めて現状より面積拡張を目指す 

※3ＮＰＯ法人くすの木自然館、鹿児島建設専門学校（旧校名：鹿児島測量専門学校）による実測値 

 

主体別の取り組み 

○ 市の取り組み 

 自然公園管理への協力 

霧島錦江湾国立公園、藺
い

牟田
む た

池
いけ

県立自然公園の各指定地域の保全を推進するため、国や県と連

携し、管理に協力します。 

 干潟の保全及び活用 

重富干潟をはじめとする市内沿岸域の干潟の保全に努めるとともに、あさりの養殖事業を推進

し、干潟の活用に取組みます。 

 藻場の保全 

アマモなどが生育する藻場の保全に努めます。なお、錦江湾のアマモ（一年生アマモ）につい

ては、近年の研究により集団間で遺伝的に分化していることが分かっているため、保全にあたっ

ては、遺伝的な固有性や多様性に配慮します。 

 重要な植物群落の保全 

塩沼地植物群落などの重要な植物群落の保全に努めます。 

 その他絶滅危惧種のホットスポットの保全 

漆地区の里山など、絶滅危惧種のホットスポットの保全に努めます。 

 重要地域のモニタリングの推進 

重要地域の適切な管理のための基礎資料を得るため、モニタリングの実施に努めます。 

 市民への自然環境教育の推進 

地域の自然の重要性、保全のために必要な行動などについて、市民への啓発を推進します。 

○ 市民の取り組み 

 自然公園等における規制を遵守するとともに、重要地域の自然の理解に努めます。 

○ 事業者の取り組み 

 開発行為等に関する規制を遵守するとともに、自然環境への配慮に努めます。 

生物多様性の保全上重要な地域の保護地域指定を推進するとともに、広域的な視点で重要地

域の環境管理を推進します。 
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基本方針３ 多様な自然や生きものとともに暮らすまちづくり（自然共生社会の構築） 

基本施策３ 里地里山の保全及び活用 

現状と課題 

市内では、森林と農地、水路、草地、湿地などがモザイク状に分布する里地里山が広くみられます。

里地里山には、森林をすみかとする生きもの、農地をすみかとする生きもののほか、サシバやニホン

アカガエルなどの森林と農地や湿地など複数の環境を必要とする生きものが生息しています。 

里地里山の生きものは、人の営みの影響下で生活しているため、農地の環境や農法の変化、森林利

用の変化などの影響を受けます。市内では、水田をはじめとする農地のほ場整備や水路の改修、農法

の変化などによって、水田を生息・生育場所、または繁殖場所として利用する、カエル類やトンボ類

の一部の種や、ヘイケボタル、ゲンジボタル、メダカ、ドジョウ、さまざまな水田雑草などの生きも

のが減少しており、絶滅が危惧される種もみられます。また、森林では、戦後に植林したスギ・ヒノ

キ等の人工林が利用期を向かえ、伐採後の再造林の必要性が高まっているとともに、近年では、放置

竹林の拡大もみられます。 

市内の里地里山には、シカやイノシシ、ニホンザルなどの大型の哺乳類も生息していますが、近年

これらの哺乳類が農作物を食べたり、踏み荒らしたりする害が増えており、特に山間部では被害の大

きさから農業を続けることが難しくなり、耕作放棄地拡大の一要因になっています。また、シカにつ

いては、森林のさまざまな植物の葉や茎、樹皮などを食べるため、生息密度が高くなると、シカが好

まない一部の植物を除いて、多くの植物が数を減らし、森林の生態系へ影響を及ぼすことが懸念され

ています。鳥獣被害の防止に際しては、科学的・計画的な対策が求められており、本市では、市民や

農家と一体となって、被害状況に関する啓発、ヤブ払い等による人と大型獣類の棲み分けなどの対策

に取り組んでいます。一方で、鳥獣の捕獲を担う狩猟者の高齢化と減少が進行しており、捕獲の担い

手が不足する懸念もあります。 

里地里山は外来種の侵入が多くみられる地域でもあります。例えば、ため池にはオオクチバスやブ

ルーギル（魚類）、ウシガエル（両生類）などが侵入しており、水田にはスクミリンゴガイ（貝類）

やアメリカアゼナ（植物）などが侵入しています。これらの外来種には、生態系へ大きな影響を及ぼ

す種も多くみられます。 

一方、本市は有機農業の盛んな地域として知られていますが、有機農業をはじめとする環境保全型

農業は、里地里山の生きものや生態系を守ることにも貢献していると考えられるため、これを推進す

ることが望まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

漆地区の里山景観 ヘイケボタル ゲンジボタル 
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施策の基本的方向 

 

 

 

指標および数値目標 

指 標 単位 

2012 年度 

（平成 24 年度） 

（基準年度） 

2017 年度 

（平成 29 年度） 

（現状） 

2023 年度 

（目標年度） 

シカの生息密

度 

旧蒲生町 

旧姶良町 
頭/km2 

13 

（平成 23 年度） 
9 現状維持 

旧加治木町 
30 

（平成 23 年度） 

天然林面積 ha 4,106 4,667 現状維持 

農地面積 ha 2,996 2,354 現状維持 

有機 JAS認証ほ場面積 ha 22 25 44 

有機農業従業者数 人 41 33 60 

漆の里山モニタリングサイト

における確認植物種数 
種 

212※ 

（平成 23 年度） 
212 現状維持 

※平成 20 年度～23 年度のモニタリングによる総確認種数は 368 種 

 

主体別の取り組み 

○ 市の取り組み 

 耕作放棄地の拡大防止 

里地里山の生きものの生息・生育場所として重要な水田などの農地を保全し、耕作放棄地の拡

大防止に取り組みます。また、既に耕作放棄地になった場所については、実態に適した利用に努

めます。 

 生きものに配慮した農地・水路整備の推進 

ほ場整備や水路改修に際しては、その場所に生息・生育する生きものに配慮した工法の採用に

努めます。 

 森林の生物多様性保全機能の維持・向上 

森林の生物多様性保全機能の維持・向上のため、適切な管理を行います。 

 環境保全型農業の推進 

有機農業を推進するとともに、慣行栽培においても、農薬や肥料の適正な利用、天敵・フェロ

モン等を活用した病害虫の総合的な防除の取り組みなどにより、環境保全型農業を推進します。 

 

 

里地里山の持続可能な利用と適切な管理を推進します。また、里地里山等の生態系に大きな

影響を及ぼしている外来種の防除に努めます。 
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 草地、ため池、人工林の適正な管理の支援 

人が管理することによって生きものの生息・生育環境が維持されている草地やため池、人工林

については、所有者、地域住民等が適正な管理を行えるよう支援します。 

 竹林の拡大防止対策の推進 

周辺の天然林に侵入がみられる竹林については、生態系への影響を考慮し、ボランティア活動

団体等による森林づくり活動等を推進することにより、適正な森林整備に努めます。 

 地産地消の推進 

里地里山保全のため、農林産物の地産地消推進のための取り組みを行います。また、地産地消

の重要性についての市民への啓発に努めます。 

※市内の農産物は物産館、スーパーマーケットなどで購入できます。 

 外来種防除(7)の推進 

アライグマなど、新たな外来種の遺棄・放逐を防止するとともに、ブラックバス、ヤンバルト

サカヤスデなど、既に野外に生息・生育している外来種の駆除に努めます。また、外来種の生態

系への影響についての啓発を行います。 

 野生鳥獣の保護・管理の推進 

農地および森林を保全するため、シカを適正な密度に管理するとともに、アナグマなど、野生

鳥獣による農林業被害の軽減に取り組みます。また、狩猟免許取得者の確保に努めます。 

 光害対策の推進 

街灯などの屋外の照明は、ホタル類の繁殖の妨げになるなど、生物の生息環境悪化の一要因と

なっている可能性があるため、これら生物に配慮した照明の設置に努めます。 

 ムラマチ交流の促進 

市内中山間地域での高齢化・過疎化の現状を踏まえ、ムラマチ交流（市南部や周辺自治体の住

民と市中北部の住民との交流など）を促進することにより、水田等の維持・管理に努めます。 

 

○ 市民の取り組み 

 所有する農耕地や草地、山林の管理に際しては、生物多様性の保全に努めます。 

 地域の鳥獣被害低減のため、所有する農耕地や草地、山林の適切な管理に努めます。 

 ため池や水路の維持管理活動の参加に努めます。 

 外来種問題をよく認識し、外来種（国内外来種を含む）の遺棄・放逐、自然植生中への植栽を

行わないようにします。 

○ 事業者の取り組み 

 開発事業の実施に際しては、里地里山の保全に努めます。 

 農薬や肥料の適正利用に努めます。 

 所有する農耕地や草地、山林の管理に際しては、生物多様性の保全に努めます。 

 地域の鳥獣被害低減のため、所有する農耕地や草地、山林の適切な管理に努めます。  

                             
(7)  防除：生物による害を防ぐため、害を与える生物の進入防止・個体数の管理などを行うこと 
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里地里山と生物多様性 

 「生物多様性国家戦略 2012-2020」では、生物多様性の危機要因を４つに分けています。

その一つである「第２の危機（自然に対する働きかけの縮小による危機）」は、里地里山におけ

る人間の働きかけの縮小によって生物多様性の危機がもたらされているというものです。例え

ば、森林に接した水田が耕作されなくなってアカガエル類の産卵場所が少なくなったり、採草地

などの二次草原が放置されて森林になり、オミナエシなどの草原性の植物が減少するといったこ

とです。里地里山における人間の働きかけが減ってきたのは、農業の近代化（緑肥需要の低下や

放牧の減少など→二次草原の減少要因）、農業の採算性悪化（耕作放棄地の増加要因）、過疎化（農

地・草地・水路などの管理の担い手不足等の要因）などによるものです。 

 市内でも、中北部の中山間地域では人口の減少が続いており、特に山間の集落では、集落の維

持自体が難しくなっているところもみられます。また、市内の中山間地域では近年、シカやイノ

シシ、ニホンザルによる農林業被害が増えており、これらの要因が相まって耕作放棄地が増加し

ています。特に農作業の機械化が難しく、鳥獣被害の多い山間部の農地でこの傾向が顕著です。

耕作放棄地の増加は、水田に依存する生物の減少をもたらし、生物多様性の「第２の危機」につ

ながります。 

 本市は有機農業が盛んな地域として知られています。有機農業は、農薬を使わないことで、人

の健康やほかの生きものの生息・生育環境を保ちます。また、化学肥料を使わないことで、環境

中への窒素やリンの蓄積を防ぎ、川や海、地下水の水質改善に貢献します。このため、有機農業

を推進することは、里地里山が広い面積を占める本市では、環境保全のための重要な施策の一つ

であるといえます。 

オミナエシの生育する草原 

有機野菜の販売風景 

ニホンアカガエル 

シカよけネットで囲った農地（漆） 
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基本方針３ 多様な自然や生きものとともに暮らすまちづくり（自然共生社会の構築） 

基本施策４ 希少野生生物の保全 

現状と課題 

本市には、希少な植物として、森林に生育するシビカナワラビ、アオカズラ、ヤマコンニャク、キ

シュウナキリスゲ、湿地に生育するチョウセンスイラン、クロホシクサ、ツクシアブラガヤ、川沿い

に生育するタニガワコンギク、フサナキリスゲ、塩湿地に生育するフクド、ウラギク、ハママツナ、

ため池に生育するコウホネなどの生育記録があります。 

また、希少な動物として、クロツラヘラサギやカワセミなどの鳥類、アカウミガメなどの爬虫類、

アリアケギバチなどの魚類、コオイムシやキリシマミドリシジミなどの昆虫類、マルタニシやフトヘ

ナタリ、キュウシュウナミコギセルなどの貝類、ハクセンシオマネキなどの甲殻類などの生息記録が

あります。 

これらの希少野生生物を保全するためには、それぞれの種の生息・生育場所を保全することが重要

です。本市でみられる希少野生生物を保全するうえで重要な生息・生育場所として、干潟、塩湿地、

河川、水田、湿地、ため池、照葉樹林、干拓地内の水路・ヨシ原などがあげられます。 

しかし、本市の生物相(8)については、十分調査されておらず、まだ知られていない希少野生生物も

多く存在するものと考えられるため、希少野生生物の調査、モニタリングを推進し、有効な保全対策

を実施することが求められます。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

クロツラヘラサギ（加治木干拓地） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(C) Kusunokishizenkan. 

カワセミ 

 

マルタニシ 
 

(C) Kusunokishizenkan. 

ハクセンシオマネキ 

施策の基本的方向 

 

 

                             
(8)生物相：ある地域に生息・生育する生物種の種類組成 

希少野生生物の生息・生育状況の把握に努め、有効な保全対策を実施します。特に生息・生

育場所の保全に努めます。 
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指標および数値目標 

指 標 単位 

2012 年度 

（平成 24 年度） 

（基準年度） 

2017 年度 

（平成 29 年度） 

（現状） 

2023 年度 

（目標年度） 

クロツラヘラサギ飛来数 個体/年 37※ 54 現状維持 

アカウミガメ上陸数 個体/年 1 0 基準年度維持 

※平成 24 年度冬季の最大確認数 

 

主体別の取り組み 

○ 市の取り組み 

 希少種の生息・生育状況のモニタリングの推進 

市内の希少野生生物の生息・生育状況を調査、モニタリングすることによって、生息・生育状

況の把握に努め、有効な保全対策検討のための基礎資料とします。 

 重要な生息・生育場所の保全推進 

希少野生生物の保全上重要な生息・生育場所（干潟、塩湿地、河川、水田、湿地、ため池、照

葉樹林、干拓地内の水路・ヨシ原など）の保全と適切な管理の推進に努めます。なお、管理に際

しては、希少野生生物の生態や生活史(9)を踏まえ、適切な方法、時期等を検討したうえで実施し

ます。 

 公共事業の実施に際する配慮 

道路建設、河川改修、農地整備、水路整備、ため池改修などの公共工事実施に際しては、希少

野生生物の生息・生育環境の保全に努めます。また、事業のできるだけ早い段階での関係者との

調整により、希少野生生物への影響回避・低減に努めます。 

 環境影響評価における配慮 

環境影響評価においては、事業者に対して希少野生生物等の情報提供を行うとともに、できる

だけ自然環境への影響を少なくするための対策を求めます。 

 ウミガメ保護監視員(10)の確保 

市内の海岸で産卵するアカウミガメ保護のため、ウミガメ保護監視員の確保に努めます。 

○ 市民の取り組み 

 希少な植物を自生地から持ち帰らないようにします。 

 希少な動物を観察する場合は、その動物にストレスを与えないよう配慮します。 

 希少な生物に影響を及ぼす外来種（国内外来種を含む）の遺棄・放逐、自然植生中への植栽を

行わないようにします。 

 所有する農地や草地、山林の管理に際しては、希少野生生物に配慮します。 

○ 事業者の取り組み 

 開発事業の実施に際しては、希少生物の生息・生育環境の保全に努めます。 

 所有する農地や草地、山林の管理に際しては、希少野生生物に配慮します。 

                             
(9) 生活史：生物個体が誕生し、成長、繁殖を遂げて死亡するまでの一生涯の過程 
(10) ウミガメ保護監視員：市町村が任命し、上陸するウミガメ及びその産卵地の保護保全を行う者 
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基本方針３ 多様な自然や生きものとともに暮らすまちづくり（自然共生社会の構築） 

基本施策５ 自然とのふれあいの場の確保 

現状と課題 

本市では、錦江湾およびその周辺が霧島錦江湾国立公園に、また、住吉池などが藺
い

牟田
む た

池
いけ

県立自然

公園にそれぞれ指定されており、自然とのふれあいの場としても活用されています。このうち、霧島

錦江湾国立公園では、「重富海岸自然ふれあい館なぎさミュージアム」が国立公園の博物展示施設に

指定され、自然解説活動の拠点になっているほか、さまざまな自然観察会の開催、海水浴、釣りなど

が行われています。 

そのほか、自然とのふれあいの場として、県民の森、さえずりの森、住吉池公園、北山野外研修セ

ンターなどがあります。 

また、市内各地の里山、田園、河川なども自然とのふれあいの場となっており、釣り、山菜採り、

狩猟、散策などのほか、ホタルの観察会、田んぼの生きもの調査や七草がゆを食べる会なども開催さ

れています。 

近年では、新たな自然とのふれあいの形態としてエコツーリズム(11)の取り組みもなされるように

なっており、自然を守りながら、それを地域経済に活かす仕組みとして注目されています。 

一方、本市では、海水浴場へのウォーターバイクの乗り入れなど、自然とのふれあいに伴う問題も

発生しており、自然とのふれあいにおける適切な規制とその遵守のための仕組みづくりが求められて

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
(11) エコツーリズム：自然環境や歴史文化を対象とし、それらを体験し、学ぶとともに、対象となる地域の自然環境や歴史文化に責

任を持つ観光のあり方 

重富海岸自然ふれあい館なぎさミュージアム (C) Kusunokishizenkan. 

干潟の観察会 

さえずりの森 
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施策の基本的方向 

 

 

 

指標および数値目標 

指 標 単位 

2012 年度 

（平成 24 年度） 

（基準年度） 

2017 年度 

（平成 29 年度） 

（現状） 

2023 年度 

（目標年度） 

「自然とのふれあいの場の多

さ」に関する満足度（アンケー

ト） 

％ 46※1 － 80 

重富海岸自然ふれあい館なぎさ

ミュージアム※2入場者数 
人/年 8,500 12,470 18,000 

さえずりの森利用者数 人/年 31,887 50,049 65,000 

※1「満足」と「やや満足」のそれぞれの割合の合計値 

※2 旧名称：重富海岸小さな博物館 

 

主体別の取り組み 

○ 市の取り組み 

 自然公園における自然とのふれあいの促進 

自然公園の拡張や適切な管理、施設の充実、自然解説の充実などにより、自然公園における自

然とのふれあいの促進に努めます。 

 自然公園の適切な利用の推進 

自然公園では、立入者に規制の周知を図るなど、適切な利用を推進します。 

 自然とのふれあいの場・機会の充実 

自然とのふれあいを支援する施設については、機能維持・向上の観点から必要な改修に努めま

す。また、自然とのふれあいの場として、市有林の活用を推進するとともに、自然環境教育・体

験学習の充実に努めます。 

 自然とのふれあいにおける自然環境への配慮 

自然とのふれあいを支援する施設の設置に際しては、設置場所の工夫、地形改変の最小化など、

自然環境に配慮します。また、自然とのふれあい活動においては、自然保護上問題のある行為が

発生しないよう利用者に対する啓発に努めます。 

 エコツーリズムの推進 

エコツーリズムを推進することにより、市民が地域の自然の価値に気づき、それが地域の環境

保全や地域振興、環境教育の推進につながる好循環を生み出すことを目指します。 

 森林の保健・レクレーション機能の維持・向上 

憩いと学びの場を提供する観点から、立地条件や市民ニーズ等に応じ、広葉樹の植栽等、多様

な森林整備を推進します。 

 

自然とのふれあいを通じて、自然のおもしろさ、大切さを市民が認識することにより、自然

環境保全の意識高揚を図ります。 
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 公園・緑地整備の推進 

地域の自然を生かした魅力ある公園・緑地の整備や、市街地およびその周辺における公園緑

地・広場の配置・整備に努めます。また、水と緑の豊かな環境を保全し、憩いの場としての活用

に取り組みます。 

○ 市民の取り組み 

 自然とのふれあいに際しては、自然環境に配慮します。 

 自然公園等の利用に際しては、規制を遵守します。 

 自然とのふれあいを通じて、自然に関する理解の向上に努めます。 

○ 事業者の取り組み 

 開発事業の実施に際しては、森林・緑地を保全するなど、市民が自然とふれあう場の確保に努

めます。 

 自然とのふれあいを支援する施設の設置に際しては、自然環境への配慮に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第３章 施策の展開 

 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

錦江湾奥部の環境と生きもの～火山とともに生きる海の生きものたち～ 

錦江湾には次のような特徴があり、錦江湾の多様で個性的な生き物を育んでいます。 

１ 広さ 

錦江湾の面積は約 1,130km2、東京湾とほぼ同じ大きさです。 

２ 珍しい地形 

何万年も前から続く火山活動の結果、すり鉢を

２つつないだような珍しい地形をしています。 

現在でも、桜島の噴火活動や海底のたぎりとし

て火山活動が続いています。 

３ 深海 

錦江湾は日本で唯一、内湾に深海をもち、最大

水深は湾奥部で 206ｍ、湾央部で 237ｍありま

す。内湾でありながら、ここまでの深さを有する

海は世界的にも珍しく、世界中から研究者が訪れ

ています。 

４ たぎり 

錦江湾の海底には「たぎり」と呼ばれる火山ガ

スが吹き出る場所があり、その場所にしかすまな

い生き物もいます。 

５ 黒潮 

暖流である黒潮が湾奥まで入り込み、温暖でお

だやかな気候と水質をもたらしています。 

６ 照葉樹の森 

温暖な気候により、錦江湾の周りは一年中緑の

広葉樹の森（照葉樹林）におおわれています。そ

の森がつくりだす栄養分が多様な生き物たちを育

んでいます。 

７ 多様な生態系 

外からの海水の出入りが少ないといわれている

内湾でありながら、多様な生き物がすんでいます。 

錦江湾の中だけで生息するイルカなどがいて、これを頂点とする生態系ピラミッドが湾内で成

り立っていることも大きな特徴の一つです。 

 

出典：ＮＰＯ法人くすの木自然館「錦江湾の生き物ハンドブック」（文、図とも） 

 

錦江湾と黒潮の流れ。暖流である黒潮が姶良

市の位置する湾奥まで入り込んでいます。 
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基本方針４ 健康な暮らしを支える快適な環境のまちづくり（生活環境の保全） 

基本施策１ 水環境の保全 

現状と課題 

市民の水環境の保全に関する意識は高く、毎年多くの方が「錦江湾クリーンアップ作戦」に参加し

ています。また、市内河川では、市民活動団体等による清掃・美化や水質調査などが行われています。 

市内河川の水質調査結果によると、近年では思川、別府川、網掛川の水質は改善傾向にあります。 

海域の有機汚染の程度を示す COD については、本市沖では鹿児島湾ブルー計画における水質保全

目標値（2mg/L）を上回る状況が続いています。 

河川・海域の水質改善には、排水対策が重要ですが、本市の汚水処理人口普及率は 2017年度（平

成 29 年度）で 79.1％と全国平均の 90.9％を

下回っています。 

河川環境の変化は、河川にすむ生きものへも大

きな影響を及ぼします。河川の水生生物の生息状

況は、水質汚濁の影響を反映することから、水環

境の保全においては、水生生物の生息状況にも注

意する必要があります。 

このため、市民や市民活動団体等による水環境

の保全活動をより一層推進するとともに、家庭や

工場・事業場の排水対策を進める必要があります。 

 

施策の基本的方向 

 

 

指標および数値目標 

指 標 単位 

2012 年度 

（平成 24 年度） 

（基準年度） 

2017 年度 

（平成 29 年度） 

（現状） 

2023 年度 

（目標年度） 

河川の調査地点における

BOD 環境基準達成率 

% 

達成地点/

全測定地点 

54 

（21/39） 

78 

（28╱36） 
100 

海域 COD75％値 

（鹿児島湾の基準点 4） 
mg/L 2.2 2.3 

水質保全目標値

の達成 

（2mg/L 以下） 

汚水処理人口普及率 ％ 67 79 89 

 

  

汚濁負荷量削減のため家庭および工場・事業場の汚濁発生源対策を進めます。 

錦江湾 



第３章 施策の展開 

 45 

 

 

主体別の取り組み 

○ 市の取り組み 

 水質の調査・監視 

県と連携して、公共用水域の水質汚濁に関する調査・監視を進めます。 

 工場・事業場の排水対策の推進 

工場・事業場からの排水については、関係機関と連携し、水質汚濁防止法、家畜排せつ物の管

理の適正化および利用の促進に関する法律、県小規模事業場等排水対策指導指針等に基づき、排

出水の改善対策等を推進します。 

 生活排水対策の推進 

合併処理浄化槽やコミュニティプラント、農業集落排水処理施設など、地域の特性に応じた排

水処理の方策について調査・検討を行うとともに、家庭で実践できる生活排水対策の普及・啓発

に努めます。 

 鹿児島湾の水質改善対策の推進 

鹿児島湾奥の生活排水対策重点地域となっている地域と連携して、鹿児島湾ブルー計画に基づ

き、海域の水質保全対策を推進します。 

 森林の水源かん養機能の維持・向上 

地下水の適正利用に関する指導、森林や農地の水源かん養機能の維持・向上を図るため、森林

などの保全・整備に努めます。 

 水生生物による水質調査の推進 

市民参加の水生生物による水質調査を実施し、水生生物の生息状況を把握するとともに、水質

保全に向けた意識啓発を行います。 

 水辺環境の保全 

市民活動団体等との連携による水辺の清掃・美化を推進し、快適な水辺環境の維持・創出に努

めます。 

○ 市民の取り組み 

 合併処理浄化槽の設置・維持管理、またはコミュニティプラントや農業集落排水処理施設への

接続に努めます。 

 家庭でできる生活排水対策の実践に努めます。 

 水辺の清掃・美化活動に積極的に参加します。 

○ 事業者の取り組み 

 合併処理浄化槽の設置・維持管理、またはコミュニティプラントや農業集落排水処理施設への

接続に努めます。 

 施設からの排水は適正に処理し、処理設備の適切な維持管理に努めます。 

 農業では、減農薬、化学肥料の適正使用および農地の土砂流出防止に努めます。 

 漁業では、養殖漁業における適正な飼料の利用、ごみの適正処理に努めます。 

 畜産業では、畜産廃棄物を適正に処理します。 

 水辺の清掃・美化活動に積極的に参加します。 



第３章 施策の展開 

 46 

基本方針４ 健康な暮らしを支える快適な環境のまちづくり（生活環境の保全） 

基本施策２ 大気環境の保全 

現状と課題 

2012 年度（平成 24 年度）の市民アンケートによると、「空気のきれいさ」の満足度は 63.8％

と多くの人が良好な大気環境であると感じているとともに、今後の重要度は 82.4％となっており、

関心の高さがうかがえます。 

大気汚染の原因物質として、工場や事業場のばい煙、自動車排出ガスがあげられます。本市におい

ては、環境基準を達成していない物質があるものの概ね良好な状況です。 

しかし、最近では、大陸からの越境汚染により、光化学オキシダントや PM2.5 が高濃度となる事

態が懸念されています。また、夜間の屋外照明などの光害により、動植物や人間活動への影響も懸念

されています。 

このため、工場や事業場、自動車などの発生源対策を進めるとともに、光化学オキシダントや

PM2.5 に関する情報把握および発信、光害対策等に努める必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：環境白書（鹿児島県） 

図 3-9 国道 10号沿道における大気測定 

施策の基本的方向 

 

 

指標および数値目標 

指 標 単位 

2011 年度 

（平成 23 年度） 

（基準年度） 

2016 年度 

（平成 28 年度） 

（現状） 

2023 年度 

（目標年度） 

環境基準

の達成状

況（大気

測定車に

よ る 測

定） 

二酸化硫黄 － 達成 達成 

環境基準 

の達成 

浮遊粒子状物質 － 達成 達成 

二酸化窒素 － 達成 達成 

一酸化炭素 － 達成 達成 

光化学オキシダント － 非達成 非達成 

大気環境への負荷低減に努めるとともに、健康被害の発生防止に向けた情報提供を行います。 
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主体別の取り組み 

○ 市の取り組み 

 自動車の利用抑制 

自転車、徒歩などのそれぞれの特性を最大限に活かしながら公共交通機関の機能強化などを図

り、自動車の利用を抑制します。 

 工場・事業場のばい煙などの排出対策の推進 

関係機関と連携し、工場・事業場に対して、ばい煙などの排出抑制に関する啓発に努めます。 

 大気汚染に関する情報提供 

酸性雨や光化学オキシダント、PM2.5 などによる影響が懸念される場合には、情報収集に努

めるとともに、市民・事業者に対して迅速にその情報を提供します。 

 環境配慮型自動車の普及促進 

環境配慮型自動車を導入し、市民・事業者への普及啓発を図ります。 

 エコドライブの推進 

環境関係団体と連携し、市民・事業者のエコドライブ技術の習得を支援します。 

 光害対策の推進 

夜間照明を使用する際には、周辺の生活環境や生態系への影響に配慮するよう啓発に努めます。 

 桜島の降灰対策 

本市における降灰被害の状況を把握し、その結果に基づき、必要な降灰対策を検討します。 

 森林の快適環境形成機能の維持・向上 

森林の大気浄化機能の維持・向上のため、樹種の多様性を高める施業や適切な保育・間伐等を

実施します。 

 

○ 市民の取り組み 

 自動車を購入する際は、環境配慮型自動車への転換に努めます。 

 自動車を適正に整備し、自動車を運転する際は、エコドライブに努めます。 

 過剰な自動車利用を控え、徒歩や自転車などの環境にやさしい交通手段の利用を心がけます。 

 渋滞や事故の原因となる迷惑駐車はやめます。 

 野外焼却などによる廃棄物の処分は行いません。 

 

○ 事業者の取り組み 

 ばい煙などの処理施設の適切な維持管理、良質な燃料への転換に努めます。 

 ばい煙や悪臭についての自主的な監視体制を整備します。 

 自動車を購入する際は、環境配慮型自動車への転換に努めます。 

 自動車を適正に整備し、自動車を運転する際は、エコドライブに努めます。 

 従業員の公共交通機関や自転車による通勤を奨励します。 

 渋滞や事故の原因となる迷惑駐車はやめます。 

 野外焼却などによる廃棄物の処分は行いません。 
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基本方針４ 健康な暮らしを支える快適な環境のまちづくり（生活環境の保全） 

基本施策３ 騒音・振動・悪臭防止対策の推進 

現状と課題 

騒音・振動の主な発生要因は、自動車の走行、工場の生産活動、建設作業、日常生活など多岐に渡

っています。 

自動車の走行による騒音については、道路沿道の住居における自動車騒音の状況把握を目的とした

調査を実施しています。 

2017 年度（平成 29 年度）の調査結果によると、川内加治木線では、評価対象となっている住居

（479 戸）のほとんどは昼間、夜間ともに環境基準を達成しています。一方、一般国道 10号では、

評価対象となっている住居（923 戸）のうち、昼間、夜間ともに環境基準を達成している住戸の割

合は 76.4%となっています。 

騒音のない生活環境は、快適で健全な生活を営むための重要な要素です。このため、本市では、一

般国道 10 号の自動車騒音対策を中心に、騒音発生抑制に向けた対策や啓発を推進します。 

また、悪臭等の相談件数は、農地の宅地化及び人口増加に伴い、年々増加傾向にあります。このた

め、悪臭についても、発生抑制に向けた対策や啓発を推進します。 

 

表 3-3 本市における道路に面する地域の自動車騒音調査結果（平成 29年度） 

路線名 

環境基準を達成した住居等の戸数と割合 昼夜とも環境基準を

達成していない住居

等の戸数と割合 
昼夜とも達成 昼間のみ達成 夜間のみ達成 

一般国道 10 号 
705 / 923 

（76.4%） 

95 / 923 

（10.3%） 

0 / 923 

（0%） 

123 / 923 

（13.3%） 

川内加治木線 
477 / 479 

（99.6%） 

0 / 479 

（0%） 

1 / 479 

（0.2%） 

1 / 479 

（0.2%） 

 

施策の基本的方向 

 

 

 

指標および数値目標 

指 標 単位 

2011 年度 

（平成 23 年度） 

（基準年度） 

2017 年度 

（平成 29 年度） 

（現状） 

2023 年度 

（目標年度） 

自動車騒音の環

境基準達成率

（昼・夜） 

一般国道 10号 % 74 76.4 100 

川内加治木線 % 未測定 99.6 100 

法令に基づき、騒音・振動・悪臭の発生源に対する指導・規制や、発生抑制に向けた啓発を

行います。 
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主体別の取り組み 

○ 市の取り組み 

 自動車騒音・振動対策の推進 

道路交通騒音・振動の状況把握と監視体制の整備に努めます。また、国道・県道・高速道路の

主要幹線では、低騒音舗装などの騒音低減対策を道路管理者へ要望します。 

 工場・事業場の騒音・振動対策の推進 

工場・事業場や建設工事において発生する騒音･振動については、法令に基づき、規制基準の

周知や適正な指導を行います。 

 近隣騒音対策の推進 

深夜営業やペットの鳴き声などの生活騒音に対するマナー向上の啓発・指導を行います。 

 悪臭対策の推進 

事業活動や市民の日常生活に起因する悪臭の発生防止に関する啓発に取り組みます。 

 

○ 市民の取り組み 

 過剰な自動車利用を控え、徒歩や自転車など、環境にやさしい交通手段の利用を心がけます。 

 自動車を適正に整備し、自動車を運転する際は、エコドライブに努めます。 

 ペットの鳴き声や楽器の音などにより、近隣に迷惑をかけないようにします。 

 日常生活で発生する悪臭の防止に努めます。 

 

○ 事業者の取り組み 

 事業活動による騒音・振動等の法令に基づく基準等を遵守するとともに、防音壁の設置などに

より、その低減に努めます。 

 建設工事の際は、低騒音型・低振動型機械の積極的利用を行い、騒音・振動の抑制に努めます。 

 深夜営業や早朝作業による近隣への騒音・振動の影響に配慮します。 

 営業活動においてスピーカーを使用する場合には、音量に配慮します。 

 悪臭の発生防止に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
国道 10 号 九州縦貫自動車道 



第３章 施策の展開 

 50 

学校での環境教育を進めるとともに、学校で学んだことを地域へ広げていく仕組みをつく

り、環境意識が高い人づくりを行います。 

基本方針５ 地域と地球の環境に貢献する人づくり（環境教育・環境学習・環境保全活動の推進） 

基本施策１ 学校での環境教育の推進 

現状と課題 

市内の全ての小・中学校では、環境教育を教育課程に位置づけ、各教科および総合的な学習の時間

等、教育活動全体を通して環境教育を推進しています。また、日常の活動における省資源、省エネル

ギーの取り組みを進め、環境に対する意識の高揚を図っています。さらに、全中学校に太陽光発電シ

ステムを設置するとともに、全ての小・中学校で｢緑のカーテン｣等、学校の施設を活用した環境教育

を推進しています。 

10 年後の目指す環境像を実現するためには、このような環境教育を通して未来の人材を育成する

ことが重要です。このため、学校においては、環境に対する豊かな感受性や環境に関する見方・考え

方、環境保全のための実践力の育成を目指し、今後も継続して、教育活動全体を通した横断的、総合

的な環境教育を推進していくことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の基本的方向 

 

 

 

 

指標および数値目標 

指 標 単位 

2012 年度 

（平成 24 年度） 

（基準年度） 

2017 年度 

（平成 29 年度） 

（現状） 

2023 年度 

（目標年度） 

学校版環境マネジメントシステ

ムを導入した学校の割合 
％ 0 0 100 

 

 

緑のカーテン（加治木小学校） 太陽光発電システム（帖佐中学校） 
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主体別の取り組み 

○ 市の取り組み 

 環境保全への意識向上に向けた教育の充実 

児童生徒一人一人が人間と環境の関わりについて理解を深め、環境を大切にする心を持つとと

もに、自然の中での自発的な遊び・体験を通して、環境に対する豊かな感受性や環境に関する見

方や考え方を育成し、環境保全への意識向上に向けた教育の充実を図ります。 

 郷土の環境を活かした環境教育の推進 

｢龍門滝｣や｢蒲生の大クス｣等の本市の豊かな自然環境に触れることで、郷土の環境のすばらし

さに気付くとともに、環境保全意識の高揚に努めます。 

 学校施設の活用 

太陽光発電システムや緑のカーテン等、学校の施設を活用した環境教育を推進します。 

 学校における省資源・省エネルギーの推進 

省資源・省エネルギーや二酸化炭素排出量の削減等について理解を深め、学校における省資

源・省エネルギーを推進します。 

 学校における 3R（発生抑制・再使用・再生利用）等の推進 

学校で 3R（発生抑制・再使用・再生利用）やごみの分別を進め、環境保全および循環型社会

実現のための実践力の育成に努めます。 

 学校と地域の協働による環境学習の推進 

農業体験やリサイクル活動など、地域と協働した環境学習を推進します。 

 学校版環境マネジメントシステム(12)の検討 

学校における環境保全活動を推進するため、学校版環境マネジメントシステムの構築・導入を

検討します。 

 教職員の研修 

小・中学校の教職員を対象に、環境教育の進め方についての実践的な指導力を育成するための

研修に努めます。 

○ 市民の取り組み 

 学校での環境教育に関する理解を深め、家庭でも環境について話し合う場を持つようにします。 

 子どもたちが学んだ環境保全活動を家庭で実践します。 

○ 事業者の取り組み 

 施設見学の受け入れや農林水産業体験の場の提供など、体験型の環境教育に協力します。 

 学校版環境マネジメントシステムなど、学校における環境配慮の仕組みづくりに協力します。 

                             
(12) 学校版環境マネジメントシステム：各学校で定める環境保全活動を生徒、職員が一体となって取り組み、その実績を評価し、不

十分なところを見直しながら、継続的に環境保全活動を実施していくための市独自のプログラム 



第３章 施策の展開 

 52 

基本方針５ 地域と地球の環境に貢献する人づくり（環境教育・環境学習・環境保全活動の推進） 

基本施策２ 地域での環境学習の推進 

現状と課題 

現在、本市が加入する鹿児島湾奥地域生活排水対策協議会では、錦江湾の干潟や河川の生物の観察

会等を開催し、親子を対象とした環境学習を実施しています。また、自然活動体験については、市民

活動団体等を中心にさまざまなプログラムが実施されています。 

今後も継続して地域の環境学習を推進・展開していくためには、市・市民・事業者がそれぞれの立

場と役割において、自主的・積極的に地域での環境学習に取り組むことが必要です。また、子どもた

ちへの環境学習を推進することはもちろん、それ以上

に大人一人一人が環境への意識を高め、幅広い年代が

環境学習に取り組めるような行動の基礎づくりが必要

です。 

本市では、市民活動団体等による農業体験や美化活

動が行われており、地域における環境学習の担い手と

して活躍しています。 

今後も、地域の環境学習を活性化させるためには、

環境保全に関する専門家や指導者を育成することが必

要です。 

 

施策の基本的方向 

 

 

 

指標および数値目標 

指 標 単位 

2012 年度 

（平成 24 年度） 

（基準年度） 

2017 年度 

（平成 29 年度） 

（現状） 

2023 年度 

（目標年度） 

環境関連施

設への研修

受入人数 

あいらクリーンセ

ンター 
人 13 18 現状より増加 

あいら清掃センタ

ー 
人 761 619 

基準年度 

より増加 

あいら最終処分場 人 113 619 現状より増加 

姶良リサイクルセ

ンター 
人 438 426 

基準年度 

より増加 

環境調査体

験参加数 

水生生物による水

質調査 
人 36 54 70 

湾奥水質体験セミ

ナー 
人 32 37 70 

地域での環境学習を進めることにより、環境意識の高い人づくり、地域づくりを目指します。 

鹿児島湾奥水質調査体験 
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主体別の取り組み 

○ 市の取り組み 

 社会教育の場での研修機会の提供 

自治会や公民館など、社会教育の場での研修機会を提供します。 

 環境関連施設を活用した環境学習の推進 

あいらクリーンセンター、あいら清掃センター、あいら最終処分場、下水処理施設に見学者を

受け入れることで環境学習の場を提供します。 

 市民参加型調査等による環境意識の啓発 

水生生物による水質調査、湾奥水質体験セミナーなど、市民参加による環境調査や自然観察会

を通じて環境保全意識の向上を図ります。 

 環境学習指導者の養成 

各種講習会や研修会などを通じて、環境学習に関する指導者の養成に努めます。 

 環境情報の提供・啓発 

市報やホームページなど、さまざまな広報媒体を活用して、環境保全に関するさまざまな情報

を提供します。また、環境月間行事などの各種イベントを通じて、環境に関する意識啓発を推進

します。 

 環境学習プログラムの作成 

地域の環境学習の教材となる環境学習プログラムを作成します。 

 

○ 市民の取り組み 

 自治会や校区コミュニティ協議会など、社会教育の場に積極的に参加します。 

 環境関連施設の見学などを通して、環境保全の理解を深めます。 

 市民参加型調査や自然観察会などに参加し、環境保全に関する意識を高めます。 

 環境学習指導者の養成講座などに参加し、地域の環境学習に貢献します。 

 地域の環境保全に関するさまざまな情報を入手します。 

 

○ 事業者の取り組み 

 従業員の研修制度に環境問題を取り入れるなど、職場全体で環境学習を推進します。 

 地域での環境学習に参加・協力します。 

 施設見学の受け入れや農林水産業体験など、体験型の環境学習に協力します。 
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基本方針５ 地域と地球の環境に貢献する人づくり（環境教育・環境学習・環境保全活動の推進） 

基本施策３ 環境保全活動の推進 

現状と課題 

本市では、「錦江湾クリーンアップ作戦」や河川の清掃活動をはじめ、地域や市民活動団体等を中

心にさまざまな環境保全活動が実施されています。しかし、市民活動団体等の環境保全活動は、少人

数での活動にとどまっている事例もあり、さらに展開するには、人材や財源の確保が課題となってい

ます。 

今後も継続して環境保全活動を推進するとともに、活動の活性化を図るためには、市民活動団体等

を中心に各主体の連携・協働を進め、情報の共有化や活動の担い手づくり、機会づくりを推進するこ

とが必要です。 

一方、鹿児島県では、県内の地域や企業・団体等において、普及・啓発や指導・助言等を行うため

に、市町村ごとに「地球環境を守るかごしま県民運動推進員」を委嘱して、広く県民運動を展開して

います。今後も、地球環境を守るかごしま県民運動推進員の継続的な活動を推進するため、関係機関

と連携して支援・協力していくことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の基本的方向 

 

 

指標および数値目標 

指 標 単位 

2012 年度 

（平成 24 年度） 

（基準年度） 

2017 年度 

（平成 29 年度） 

（現状） 

2023 年度 

（目標年度） 

錦江湾クリーンアップ作戦にお

ける参加者数・団体数 

人 

団体 

1,880 

50 

2,341 

58 

2,400 

60 

地球環境を守るかごしま県民運

動推進員委嘱者数 
人 6 3 基準年度維持 

地域の環境保全活動に参加して

いる市民の割合（アンケート） 
％ 55 － 85 

藻場・干潟等の保全活動参加者数 人 － 589 1,000 

各主体の連携・協働により、環境保全活動の充実・活性化を図ります。 

錦江湾クリーンアップ作戦 河川美化活動（日木山川） 
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主体別の取り組み 

○ 市の取り組み 

 市民活動の場の提供 

環境イベントの開催などによる市民活動の場の提供に努めます。 

 地域活動や市民活動団体等の連携・協働の推進 

地域活動や市民活動団体等に関する情報の収集や提供・共有化に努めるとともに、情報交換・

意見交換の場を創出し、市民活動団体等の連携・協働を推進します。 

 事業者の環境マネジメントシステムの普及促進 

事業者に対して、ISO14001 やエコアクション 21 などの環境マネジメントシステムの普及

を促進します。 

 市役所の率先行動 

｢姶良市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）｣に基づき、市役所の事務事業における省資源・

省エネルギーに関する率先行動を推進します。 

 交流の場づくりと連携の強化 

各主体が自らの有する環境情報を積極的に受発信できる交流の場を構築し、各主体の連携強化

を図ります。 

 

○ 市民の取り組み 

 地域の環境美化活動、環境イベント等に積極的に参加します。 

 日常的にできる環境保全活動を実践します。 

 市民活動団体等との情報交換や交流を深め、活動を活性化させます。 

 

○ 事業者の取り組み 

 地域の環境美化活動、環境イベント等に積極的に参加します。 

 ISO14001 やエコアクション 21 などの環境マネジメントシステムの導入など、事業活動にお

ける自主的な活動を推進します。 

 環境保全活動の実施状況等をホームページや環境報告書等で広く公表します。 

 ボランティア休暇制度など、従業員の環境保全活動参加を支援する体制を整備します。 
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「第 3 章 施策の展開」では、本市が目指す環境像を実現するための市・市民・事業者の基本的な

施策・取り組みを示しました。 

これらの施策・取り組みは、今後、全て取り組んでいく必要のあるものですが、特に、社会的・地

域的ニーズが高く、重点的かつ優先的に取り組むべきものについては、「重点プロジェクト」として

位置づけ、本計画の実効性を確保するとともに、施策全体の牽引効果を図っていきます。 

なお、ここでは 5つの重点プロジェクトを示していますが、計画策定後に新たな提案があった場合

や中間年度における見直しにおいて、適宜、内容の変更や新たな重点プロジェクトについて検討を行

い、環境像の実現に向けて取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

重点プロジェクト１ ストップ温暖化！みんなで取り組む省エネ活動プロジェクト 

 省エネ活動の普及啓発を行うとともに、普及啓発を担う人材の育成を通じて、市民・事業

者による省エネ活動を促進し、地球温暖化の防止に貢献します。 

 

重点プロジェクト２ くらしを支える再生可能エネルギー導入プロジェクト 

 本市において利用が期待される太陽光発電システムや、木質バイオマスエネルギーの利用

を促進し、地球温暖化防止へ貢献するとともに、エネルギー自給率の向上を目指します。 

 

重点プロジェクト３ 資源を大切にするまちあいら ごみ減量化プロジェクト 

 2Ｒ（発生抑制・再使用）を中心とした取り組みを推進することで、2Ｒ（発生抑制・再

使用）を重視したライフスタイルへの変革を図り、より一層、環境負荷を低減します。 

 

重点プロジェクト４ あいらの恵まれた自然を次世代につなぐプロジェクト 

 本市は恵まれた自然を有するまちですが、①保全方策検討のために必要な基礎情報が十分

蓄積されていない、②保全のための取り組みが体系的、戦略的になされていない、③本市の

自然の豊かさ、大切さが市民に十分伝わっていない、といった課題がみられます。これらの

課題を解決することにより、この恵まれた自然を次世代につなぎます。 

 

重点プロジェクト５ 山～川～海のつながり再生プロジェクト 

 本市は山々の源流域から海域まで、一連の環境がみられるまちです。しかし、これらのつ

ながりの分断や陸域のさまざまな開発、生活の変化などによって、海域や河川に関わるさま

ざまな環境問題が発生しています。本プロジェクトは、流域ごとの総合的な管理とエリアご

との重点的な取り組みによって、源流域から海域までの環境の再生を目指します。 

 

 

重点プロジェクト 
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重点プロジェクト１ ストップ温暖化！みんなで取り組む省エネ活動プロジェクト 

プロジェクトのねらい 

本市における二酸化炭素排出量は、民生家庭部門、民生業務部門、運輸部門の 3 部門で全体の約

85%を占めます。これらの部門から排出される二酸化炭素は、家庭生活、事業活動、自動車の走行

といった、市民・事業者の日々の活動によるものです。 

このため、地球温暖化の防止に向けて、家庭生活や事業活動、自動車の走行で使用されるエネルギ

ーを効率良く利用し、エネルギー消費量を抑える必要があります。 

省エネ活動に対する意識は向上しているものの、より一層の普及を進めるにあたり、以下のような

課題がみられます。 

【課題１】どのような取り組みを行えばよいか分からない 

【課題２】取り組みの成果が分かりにくい 

【課題３】普及活動を担う人材が不足している 

これらの課題を解決し、みんなが省エネ活動を実践することを本プロジェクトでは目指します。 

 

プロジェクトの内容 

○ 実践的な省エネ活動の普及促進 

省エネ活動のより一層の普及を図るには、市民・事業者がそれぞれの活動の場において、どのよ

うな省エネ活動が実践できるのかを理解することが重要と考えられます。 

このため、学校版環境マネジメントシステムの導入（対象：子ども）、省エネ診断（対象：家庭）、

省エネパンフレットの作成・配布（対象：家庭、事業者）、関係団体と連携したエコドライブ技術

習得・向上支援（対象：家庭、事業者）、環境マネジメントシステムの取得支援（対象：事業者）

など、主体別に省エネ活動の普及策を展開し、各主体の自主的な取り組みにつなげます。 

 

○ 取り組み成果の「見える化」 

省エネ活動を継続して実践していくには、二酸化炭素やエネルギーの削減量、経済的なメリット

など、活動による効果を「見える化」する必要があります。 

このため、環境家計簿の充実、省エネナビの貸出制度の導入等により、取り組み成果の「見える

化」を図り、継続的な省エネ活動を推進します。 

 

○ 普及啓発を担う人材の育成 

現在、地球温暖化対策に関する普及啓発活動は、市内の活動団体や鹿児島県地球温暖化防止活動

推進員などを中心に行われていますが、普及啓発活動を担う人材を十分に確保できているとはいえ

ない状況です。 

このため、市認定の「（仮称）地球温暖化対策アドバイザー」の創設、普及啓発活動を担う人・

団体を対象とした研修会の開催、普及啓発活動の拠点づくり等により、各地域で普及啓発活動を担

う人材の確保に努めます。 
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重点プロジェクト２ くらしを支える再生可能エネルギー導入プロジェクト 

プロジェクトのねらい 

地球温暖化対策の推進にあたり、化石燃料に代わるエネルギーとしての再生可能エネルギーの導入

が望まれています。また、東日本大震災を教訓に、安心・安全なエネルギー基盤の確保が重要視され

ており、エネルギー自給率の向上という観点からも再生可能エネルギーの導入が重要視されています。 

2012 年度（平成 24年度）の市民アンケートによると、住宅用太陽光発電システムの導入割合は

10%に満たない状況でしたが、近年では、エネルギー自給率の向上を目的とした導入が進んでいま

す。 

また、本市では、「姶良市地域新エネルギー・省エネルギービジョン 重点テーマ：生ごみと木質

バイオマス利活用における詳細調査」を策定し、木質ペレットや竹を利用したペレットの製造・利用

等に関する検討を行っています。木質バイオマスのエネルギー利用を推進することは、林業の振興に

つながり、地域活性化や森林保全などの効果も期待されます。 

本プロジェクトでは、本市においてエネルギー利用が期待される太陽光発電システムや、木質バイ

オマスの導入を促進し、地球温暖化防止へ貢献するとともに、エネルギー自給率のさらなる向上を目

指します。 

 

プロジェクトの内容 

○ 自然・再生可能エネルギーの利用推進 

エネルギーの地産地消を進めていくと同時に、貴重な自然環境、多様な生態系を守り、森林の持

つ水源涵養、災害防止、環境保全機能の保存に努めます。 

 

○ 木質バイオマスエネルギーの利用推進 

 間伐材や竹材などの木質バイオマスの出荷者に対する支援、端材や林地残材等の効率的な回収シ

ステムの検討など、木質バイオマスが地域で消費される仕組みづくりを行うことで、木質バイオマ

スのエネルギー利用を推進します。 
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重点プロジェクト３ 資源を大切にするまちあいら ごみ減量化プロジェクト 

プロジェクトのねらい 

本市では、3R 運動（Reduce:発生抑制、Reuse：再使用、Recycle：再生利用）によるごみの減

量化・再資源化に取り組んでおり、ごみ分別の徹底や RPF製造等を推進してきました。 

その結果、本市における 1 人 1 日当たりのごみ総排出量は減少傾向にあり、また、リサイクル率

は鹿児島県および全国平均を上回っています。 

今後は、引き続き Reduce（発生抑制）を推進するとともに、取組が進んでいない Reuse（再使

用）を推進することで、より一層、環境負荷の低減を図ります。 

また、国の第五次環境基本計画では、海洋に流出したプラスチックによる生態系への影響が懸念さ

れており、使い捨てのプラスチック容器包装等のリデュース、使用後の分別意識向上、リサイクル、

不法投棄防止を含めた適正な処分の確保等について、普及啓発を含めて総合的に推進するとしていま

す。 

本市においても国の動向に注視しながら、プラスチックによる海洋汚染問題へ対応していきます。 

 

プロジェクトの内容 

○ 実践的なごみ減量活動の普及促進（発生抑制） 

学校や地域に市職員を派遣し、ごみ減量に関する指導や情報提供を行います。また、家庭におけ

る生ごみの堆肥化や、事業所におけるごみ排出状況の管理方法、プラスチック容器包装等の適正な

処理方法の周知など、実践的なごみ減量活動に関するパンフレットやガイドブック等を作成・配布

し、家庭および事業所における実践的な活動を促進します。 

 

○ 不用品の再使用促進（再使用） 

市に粗大ごみとして出された家具を修理・再生し、リユース家具として販売するとともに、地域

で開催されるフリーマーケットに関する情報を積極的に発信し、不用品の再使用を促進します。 
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重点プロジェクト４ あいらの恵まれた自然を次世代につなぐプロジェクト 

プロジェクトのねらい 

本市は錦江湾、重富海岸、重富干潟、さまざまな河川、湿地、里山、クスノキ巨樹などの多様で豊

かな自然が身近に存在する地域です。この恵まれた自然を保全・再生し、次世代に残すことは、私た

ち現在の姶良市民の責務です。しかし、この責務を果たすにあたって以下のような課題がみられます。 

【課題１】保全方策検討のために必要な基礎情報が十分蓄積されていない 

【課題２】保全のための取り組みが体系的、戦略的になされていない 

【課題３】本市の自然の豊かさ、大切さが、市民に十分伝わっていない 

これらの課題を解決し、この恵まれた自然を次世代につなぐことを本プロジェクトでは目指します。 

 

プロジェクトの内容 

○ 生物に関する調査・モニタリングの推進 

本市の自然の中でも、特に生物の生息・生育状況についてはよく分かっていない点も多く、保全・

再生施策の実施にあたっては、これら基礎情報の不足が推進の妨げになるものと考えられます。 

このような観点から、生物に関する調査・モニタリングを推進するとともに、収集したデータを

活用しやすい形で管理し、また、生物の保護に配慮しながら可能な範囲でデータを公開する体制を

整備します。 

なお、本市ではいくつかのＮＰＯによって生物調査が実施されており、これらＮＰＯと連携して

施策を推進します。 

 

○ 取り組み内容とモニタリング結果の発信 

 保全・再生の取り組み内容とモニタリング結果については、広く市内外に発信することとします。

発信することにより、本市の自然の豊かさ、重要性をよく知ってもらい、保全と活用の好循環につ

なげます。 

 例えば、重富海岸には国立公園の博物展示施設に指定されている「重富海岸自然ふれあい館なぎ

さミュージアム」があり、発信の中核施設の一つとなっています。 

また、市のホームページなどを通じても効果的な発信がなされるよう配慮するとともに、ＮＰＯ

との連携による取り組みも推進します。 

 

○ 公共工事における環境配慮の推進 

本市が行う公共工事における環境への配慮を推進するため、環境配慮事項の設定、環境配慮状況

の確認方法等を研究します。 
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重点プロジェクト５ 山～川～海のつながり再生プロジェクト 

プロジェクトのねらい 

本市は真黒
ま ぐ ろ

岳
だけ

や烏帽子
え ぼ し

岳
だけ

、長尾山
ながおやま

などの山々がみられる源流域から錦江湾のある海域まで、一連の

環境がみられるまちです。この源流域の山々と海をつないでいるのが川で、流域から供給される水や

土砂、有機物、栄養塩、ミネラルなどを運ぶとともに、さまざまな生物を育む場となっています。し

かし、さまざまな開発などによってこのつながりが分断され、さらに、生活排水などが流入するため

に栄養塩の供給が過剰になったり、ごみの不法投棄がなされたりすることによって、さまざまな問題

が発生しています。例えば、最終的に川が運んだものが流れ込む海（錦江湾奥部）では、水質の悪化、

赤潮の発生、藻場の減少、アサリの減少、海岸漂着ごみなどの問題が発生していますが、これらの問

題も流域環境の変化による影響を受けて発生しているものと考えられ、問題の解決には、流域レベル

での総合的な取り組みが求められています。 

本プロジェクトはこのような観点から、山～川～海のつながりをとりもどし、持続可能な地域づく

りを目指すものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流域ごとの総合的な管理 ⇔ エリアごとの重点的な取り組み 
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プロジェクトの内容 

○ 山～川～海のつながり再生のための取り組み推進 

鹿児島県、国などと連携しながら、多面的機能を考慮した森林管理の推進、環境保全型農業の推

進、持続可能な漁業・養殖業の推進、堰の改良（魚がのぼりやすい魚道設置、土砂の流下促進など

の取り組み）、砂防ダムの改良（透過型への改良促進）、排水の適正処理の推進など、山～川～海の

つながり再生のための取り組みを推進します。また、必要に応じて、このための自然再生事業も検

討します。これら取り組みの実施に際しては、流域ごとに、生態系のつながり、要素間のつながり

を考慮し、総合的な視点を持って行うよう配慮します。 

 

○ ごみの不法投棄防止対策の推進 

川やその周辺に捨てられたごみは、川の水によって海まで流され、海岸漂着ごみや海底堆積ごみ

になります。このため、河川等の陸域および海域の不法投棄を減らすとともに、捨てられたごみの

回収を進めることにより、河川内のごみや海岸漂着ごみ、海底堆積ごみを減らし、河川や海の生き

ものが生活しやすい環境を再生します。 

 

○ 管理主体間の連携促進 

陸域および海域の各管理主体、特に河川や海岸の管理主体は、さまざまな組織にまたがり、一元

的で総合的な管理の妨げになっています。このため、各主体が連携し、流域内および海域とのつな

がりを考慮した総合的な管理のための仕組みづくりを検討します。 

 

○ 「ムラマチ交流」の推進 

本市は広く里地里山域を抱えていますが、特に山間部の集落では人口減少が著しく、農地の維持

やさまざまな管理活動に支障が出ています。一方、市の南部の市街地には多くの市民が暮らしてい

ますが、身近な自然とのふれあいが不足し、また、食べ物が生み出される現場との関係が希薄にな

っています。この両者をつなぎ、お互いの問題を解消するため、市南部の市街地や周辺自治体の住

民が、市中北部の農作業や森林整備等のさまざまな管理活動に参加する「ムラマチ交流」促進のた

めの取り組みを行います。このほか、間接的なムラマチ交流として、農林水産物の地産地消推進の

ための取り組みも行います。 

※市内の農産物は、物産館、スーパーマーケットなどで購入できます。 

 

○ エリア別の重点的な取り組みの推進 

上述のさまざまな取り組みを実施するに際しては、それぞれの実施主体が取り組むべき内容を理

解し、また、できるだけ効果的な施策がとられるべきであることから、源流域、中流域、市街地、

沿岸・海域など、市域を環境特性別にゾーニング(13)し、エリアごとに重点的な取り組みを推進し

ます。 

                             
(13) ゾーニング：地域を区分すること（本プロジェクトでは、市域を「源流域の里地里山エリア」、「中流域の里地里山エリア」、「下

流域の中心市街地エリア」、「沿岸・海域エリア」の４つに区分し、エリア毎に施策を推進することを想定） 



第５章 計画の推進 

 

 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 計画の推進 

 

 



第５章 計画の推進 

 

 66 

１ 推進体制 

 庁内の各課と連携・調整を図り、本計画を推進していくとともに、姶良市環境審議会や姶良市環境

基本計画等策定委員会等において本計画の計画的な推進を図ります。 

 

 

 

指　示 ↓↑報　告

指　示 ↓↑報　告

指　示 ↓↑報　告

関係課
■環境保全に関する施策・事業の推進
■施策・事業の実施に際しての環境配慮

事務局（生活環境課）
■環境保全に関する施策・事業の推進
■進捗状況の管理
■推進に関する各種会議の開催・運営

↕
助言・報告・
情報提供

市民活動団体等
■専門性の高い環境保全活動
■市と連携した市民への普及啓発

市民
■日常生活における環境負荷低減
■環境保全に関する施策への協力

事業所
■事業活動における環境負荷低減
■環境保全に関する施策への協力

意見

←
→

公表・施策協力

姶良市環境審議会
■専門的見地から計画の進捗状況など
   に対して意見・提案
■計画見直しに関する調査・審議

←
→

姶良市環境基本計画推進委員会
■環境基本計画を総合的かつ計画的に
   推進

姶良市環境基本計画等策定委員会
■計画の推進に関する事項の決定、見直し
■進捗状況の点検並びに公表

姶良市環境基本計画検討部会
■資料収集及び会議に係る素案作成を検討

←
→

報告・諮問

意見・答申

意見

公表・施策協力

市　　　長

庁　　　内
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２ 進行管理 

 進行管理は、環境マネジメントの考え方に基づき、PDCA 方式により実施します。 

 

■ Plan＝計画・改定 

本計画に基づき、関係課において、環境保全に関する事業の企画立案を行うとともに、事業目

標を設定します。また、必要に応じて本計画の改定を行います。 

 

■ Do＝実施 

本計画に基づき、関係課において、事業を実施します。 

 

■ Check＝点検・評価 

①関係課で定めた事業目標の達成状況を把握します。 

 ⇒本計画に基づく関係課の取り組み状況を点検します。 

②本計画の基本施策ごとに設定した指標および数値目標の状況を把握します。 

 ⇒本計画の進捗状況を基本施策ごとに点検します。 

また、①、②の結果をとりまとめ、公表します。 

 

   ■ Action＝見直し・改善 

点検結果をもとに、必要に応じて施策・事業の見直し・改善を行い、次年度の施策・事業に反

映します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan（計画・改定） 

▶ 環境保全に関する事業の企画立案 

▶ 環境基本計画の改定 

Do（実施） 

▶ 施策および事業の実施 

▶ 各主体の取り組みの推進 

Check（点検・評価） 

▶ 関係課の事業目標の達成状況の把握 

▶ 基本施策の指標および数値目標の状

況把握 

Action（見直し・改善） 

▶ 施策の見直し・改善 

▶ 目標の見直し 

▶ 新規事業の検討 
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３ 財政措置 

本計画に掲げる施策を継続的に推進していくために、市は必要な財政措置を講ずるように努めます。 

特に、国・県等における環境保全に関する補助制度や支援制度の情報を幅広く収集し、制度の積極

的な活用に努めます。また、地域で環境保全活動を展開している市民活動団体等の活動を支えるため

の制度の導入を検討します。 

Action＝見直し・改善 

見直し・改善 

改善方策の検討 

Plan＝計画・改定 

整合 

姶良市環境基本計画 

環境保全に関する事業の企画立案 

（事業目標の設定） 

Do＝実施 
市 

事業者 

市民 

本計画に基づく環境保全に関する施策・事業 

協働・連携・提案 

協働・連携 

協働・連携・提案 

事業者団体 

 各事業分野における環境配慮に関する

方針の決定・各事業者への普及啓発 

事業者 

各事業活動における環境負荷の低減 

市民活動団体等 

 専門性の高い環境保全活動の実施・ 

市民への普及啓発 

市民 

日常生活における環境負荷の低減 

Check＝点検・評価 

計画推進事務局 

（生活環境課） 

■関係課の事業目標の達

成状況の把握 

■基本施策の指標および 

数値目標の状況把握 

姶良市 
環境審議会 

報告 

意見 

市民 
事業者 

公表 

意見 

姶良市環境基本計画等

策定委員会 
報告 

点検・評価 

姶良市環境基本

計画推進委員会 

報告 

意見 
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１ 姶良市環境基本条例 

平成 24年３月 30日条例第 10号 

大量生産・大量消費・大量廃棄の生活が定着した 20 世紀は、かつて高度成長期に社会問題となっ

た産業活動に伴う環境汚染や自然破壊等の公害から都市型・生活型公害へ、さらに地球温暖化やオゾ

ン層の破壊など地球規模の環境問題へと様相を変えてきた。 

この問題は、一部の地域にとどまることなく、地球規模の空間的広がりと将来の世代にまでわたる

時間的な広がりをもっている。 

また、物質的な豊かさや生活の利便性の追求といった私たちの日常生活や事業活動そのものが、そ

の大きな原因となっていることも特徴である。 

本市は、北部は丘陵地、森林地域から構成され、中部は市街地と自然環境、歴史文化を有する田園

地帯、南部は錦江湾を臨む海岸部を有し、国立公園にも指定されている。これらの美しい自然と良好

な生活環境は大切な財産として、後世へ引き継がなければならない。 

ここに、私たちはかけがえのない地域の自然環境と社会経済活動との調和を図り、これまで以上に

それぞれの役割と責任の下に協働して、環境負荷の少ない、持続的発展が可能なまちづくりを推進し

ていくため、この条例を制定する。 

（目的） 

第１条 この条例は、本市の健全で恵み豊かな環境の保全について、基本理念を定め、並びに市、事

業者及び市民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定める

ことにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の

健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

(１) 環境の保全 環境を保護及び整備することにより、現在の環境を良好な状態に保つことをい

う。 

(２) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境を保全する上で支障を

招くおそれのあるものをいう。 

(３) 地球環境の保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、

野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る

環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活の確保に寄与

するものをいう。 

(４) 公害 事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁

（水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。）、土壌の汚染、騒音、振動、地

盤の沈下（鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。）及び悪臭によって、人の健康又

は生活環境に係る被害が生ずることをいう。 

(５) 生活環境 人の生活に関する環境をいい、人の生活に密接な関係のある財産及び動植物並び

にその生育環境を含むものとする。 

（基本理念） 
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第３条 市は、健全で恵み豊かな環境の保全について、次に掲げる事項を基本理念として定め推進す

るものとする。 

(１) 市民の健康で文化的な生活の基盤となる地域の良好な環境を確保し、健やかで快適な暮らし

を実現すること。 

(２) 市、事業者及び市民が自らの活動と環境との関わりを認識し、環境への負荷の少ない循環型

地域社会を構築すること。 

(３) 自主的かつ積極的に自然とのふれあいを深め、河川をはじめとする水環境の保全及び自然と

の共生を確保し、自然的構成要素を良好な状態に保つこと。 

(４) 地球環境の保全は、全ての者が自らの課題であることを認識し、あらゆる事業活動や日常生

活において積極的な活動により推進すること。 

（市の責務） 

第４条 市は、基本理念にのっとり、環境の保全に関する総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実

施する責務を有する。 

２ 市は、基本理念にのっとり、事務事業の執行に伴う環境への負荷の低減等の環境の保全に努めな

ければならない。 

３ 市は、環境の保全に関する教育及び情報の提供その他広報活動を通じて、市民及び事業者（以下

「市民等」という。）の環境に対する意識の高揚に努めるとともに、市民等が行う環境保全活動に

協働してその活動を支援するよう努めなければならない。 

（事業者の責務） 

第５条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、環境を損なうことがな

いように、自らの責任と負担において、これに伴って生ずる公害等を防止し、又は自然環境を適正

に保全するために必要な措置を講ずる責務を有する。 

２ 事業者は、基本理念にのっとり、自ら行う事業の実施に当たっては、資源の循環的な利用、エネ

ルギーの有効利用及び廃棄物の発生抑制等により環境への負荷の低減に努めなければならない。 

３ 事業者は、基本理念にのっとり、地域の構成員として、地域の環境の保全に関する活動への参加

に努めなければならない。 

（市民の責務） 

第６条 市民は、基本理念にのっとり、住みよい環境を築くため、その日常生活に伴う環境への負荷

の低減に努めなければならない。 

２ 市民は、基本理念にのっとり、地域の環境の保全に関する活動への参加に努めるとともに、市が

実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。 

（市民団体の役割） 

第７条 市民団体は、基本理念を踏まえ、社会的責任を自覚し、情報の提供、活動機会の充実等を図

り、市、事業者及び市民と協働して環境保全活動に努めるとともに、市が実施する環境の保全に関

する施策に協力するように努めるものとする。 

（施策の策定等に係る基本方針） 

第８条 市は、環境の保全に関する施策の策定及び実施に当たっては、基本理念にのっとり、次に掲

げる事項を基本として、各種の施策相互の連携を図りつつ総合的かつ計画的に行うものとする。 
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(１) 人の健康が保護され、生活環境が適正に保全されるよう、緑化の推進及び安全で安心な住環

境の確保が図られること。 

(２) 生物の多様性の確保が図られるとともに、森林、河川、海岸等における多様な自然環境が地

域の自然的社会的条件に応じて保全されること。 

(３) 人と自然との豊かなふれあいが保たれるとともに、身近な水環境等の保全が図られること。 

(４) 廃棄物やエネルギー等の適正な循環的利用を図るとともに、環境への負荷ができる限り低減

される社会が構築されること。 

(５) 地球温暖化の防止その他の地球環境の保全が図られること。 

(６) 環境教育及び環境学習の推進により環境に対する市民意識の高揚が図られること。 

（環境基本計画） 

第９条 市長は、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ため、環境の保全に関す

る基本的な計画（以下「環境基本計画」という。）を定めなければならない。 

２ 環境基本計画は、環境の保全に関する総合的かつ長期的な目標、施策の基本的方向その他必要な

事項について定めるものとする。 

３ 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、市民等の意見を反映するよう努めるとともに、あ

らかじめ、第 21条に規定する姶良市環境審議会の意見を聴かなければならない。 

４ 市長は、環境基本計画を定めたときは、速やかにこれを公表しなければならない。 

５ 前２項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。 

（施策の策定等に当たっての配慮） 

第10条 市は、自らの施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境基本計画との整合を図り、環

境への負荷が低減されるよう配慮するものとする。 

（自然環境の保全等） 

第11条 市は、森林、河川、海岸等における絶滅危惧種等多様な生物の環境に配慮し、自然環境の保

全に必要な措置を講ずるものとする。 

（快適な住環境の保全等） 

第12条 市は、快適な安らぎのある住環境を確保するため、緑化の推進、歴史文化的資源の保全等を

通じて、自然環境と調和のとれた魅力ある景観の確保に必要な措置を講ずるものとする。 

（水環境の保全） 

第13条 市は、河川、地下水等における水環境の適正な保全に努めるとともに、水質に対する汚濁の

負荷の低減のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

（環境への負荷の低減に資する物品等の利用促進） 

第14条 市及び市民等は、自ら環境への負荷の低減に資する物品等の積極的な利用を図るよう努める

ものとする。 

（環境の保全に関する教育、学習等） 

第15条 市は、環境の保全についての市民等の関心と理解を深めるとともに、環境の保全に関する活

動を行う意欲が増進されるようにするため、環境教育及び環境学習を充実し、地域、職場、家庭

等において連携して必要な施策を推進するように努めるものとする。 

（市民等の自発的な活動の促進） 
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第16条 市は、市民等が協働して行う緑化活動、再生資源に係る回収活動その他の環境の保全に関す

る活動が促進されるように必要な措置を講ずるものとする。 

（情報の提供） 

第17条 市は、市民等の環境の保全に関する活動の促進に資するため、必要な情報を適切に提供する

ように努めるものとする。 

（監視等の推進） 

第18条 市は、市民等が環境の保全に関する施策を適正に実施するために必要な調査、監視及び測定

の体制の推進に努めるものとする。 

（地球環境の保全の推進） 

第19条 市は、地球環境の保全に関する施策の推進に努めるとともに、市民等との協働又は他の地方

公共団体等との協力によりその推進に努めるものとする。 

（規制の措置） 

第20条 市は、快適な環境を保全する上で規制の必要があると認めるときは、具体的な措置を講ずる

ように努めるものとする。 

（姶良市環境審議会） 

第21条 環境基本法（平成５年法律第 91 号）第 44 条の規定に基づき、姶良市環境審議会（以下「審

議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、市長の諮問に応じて、環境の保全に関する事項を調査審議する。 

３ 審議会は、委員 20人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

(１) 学識経験者 

(２) 民間団体の代表者 

(３) 地域住民の代表者 

４ 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

５ 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

６ 審議会に会長及び副会長を１人ずつ置き、それぞれ委員の互選により定める。 

７ 会長は、第２項に係る審議が取りまとめられたときは、速やかに市長に答申するものとする。 

（委任） 

第22条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、平成 24年４月１日から施行する。 
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２ 計画見直しの体制 

■姶良市環境審議会 

役 職 氏  名 所  属  団  体  等 

会長 岸野 純一  青楓緑化株式会社 

副会長 浜本 奈鼓  特定非営利活動法人 くすの木自然館 

委員 藤田 志歩  国立大学法人鹿児島大学 共通教育センター 

委員 塩川 英彬  特定非営利活動法人 四季の会 

委員 猩々 伸博  鹿児島県姶良・伊佐地域振興局（保健所） 

委員  奈良島いつ子  姶良市生活学校連絡会 

委員 嘉藤 健  姶良市衛生協会 

委員 野口 治將  姶良市校区コミュニティ協議会連絡会 

委員 吉村 哲朗  特定非営利活動法人 Ｌかごしま 

委員 栫 健一  錦海漁業協同組合 

委員 福嵜 秀次  ＪＡあいら 西部営農センター 

委員 野間 洋一  姶良西部森林組合 

委員 丸野 マミ  姶良市ＰＴＡ連絡協議会 

委員 川原 竜平  姶良市商工会 

委員 川野 博  思川水系美化・浄化対策委員会  

委員 木村 毅  網掛川漁業協同組合 

委員 今村 瑞男  市民代表（公募） 

委員 宮部 芳照  市民代表（公募） 

委員 坂元 孝仁  市民代表（公募） 

平成３1 年２月現在 
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■姶良市環境基本計画等策定委員会 

役 職 職      名 

委員長 市長 

副委員長 副市長 

委員 総務部長 

委員 企画部長 

委員 市民生活部長 

委員 保健福祉部長 

委員 建設部長 

委員 農林水産部長 

委員 教育部長 

委員 水道事業部長 

委員 消防本部消防長 

委員 加治木総合支所長 

委員 蒲生総合支所長 

委員 議会事務局長 

 

 

３ 計画の策定経緯 

年月日 会議・各種調査 

平成 30年度 

平成 30年 10月 29日 

 

平成 30年 12月 14日 

 

平成 30年 12月 27日 

 

平成 31年 1月 28日 

 

平成 31年 3月 25日 

 

 

 

第１回姶良市環境審議会 

 

第１回姶良市環境基本計画等策定委員会 

 

第２回姶良市環境審議会 

 

第２回姶良市環境基本計画等策定委員会 

 

第３回姶良市環境審議会 
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４ 用語解説 

アルファベット索引 

【BOD】⇒サ行【生物化学的酸素要求量（BOD）】参照 

【COD】⇒カ行【化学的酸素要求量（COD）】参照 

【CO2】⇒ナ行【二酸化炭素（CO2）】参照 

【ISO14001】 

環境マネジメントシステムの公式認証基準を規定した国際規格で、環境マネジメントシステムを経

営システムの中に取り入れ、環境に配慮した経営を自主的に行っていることの証明。 

【PM2.5】⇒ハ行【微小粒子状物質（PM2.5）】参照 

【RPF（Refuse Paper ＆ Plastic Fuel）】 

原料としての再利用が困難な古紙および廃プラスチック類を主原料とした固形燃料。 

 

ア行 

【一般廃棄物】 

 産業廃棄物以外の廃棄物。一般廃棄物はさらに「ごみ」と「し尿」に分類される。また、「ごみ」

は商店、オフィス、レストラン等の事業活動によって生じた「事業系ごみ」と一般家庭の日常生活に

伴って生じた「家庭ごみ」に分類される。 

 

【ウミガメ保護監視員】 

 「鹿児島県ウミガメ保護条例」では、上陸したウミガメの捕獲や卵の採取に際して知事による許可

（市町村長に権限委譲）が必要とされており、一般的に市町村が任命した「ウミガメ保護監視員」で

あれば許可を得ることができる。ウミガメの産卵状況確認や卵の適地への移動のために必要な資格。 

 

【エコアクション 21】 

 事業者が環境に関する取り組みを効果的・効率的に行うために、取り組みを行う仕組み作り・取り

組みの実践・取り組みの改善・結果の公表に関する方法について環境省が策定したガイドライン。 

 

【エコツーリズム】 

 自然環境や歴史文化を対象とし、それらを体験し、学ぶとともに、対象となる地域の自然環境や歴

史文化に責任を持つ観光のあり方。 

 

【エコドライブ】 

 自動車を発進する際に、穏やかにアクセルを踏み込むことや早目のアクセルオフなどの環境と家計

にやさしい運転方法のこと。 

 



 資料編 

77 

【温室効果ガス】 

 大気を構成する気体であって、赤外線を吸収し再放出する気体。京都議定書では、二酸化炭素、メ

タン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン、パーフルオロカーボン、六ふっ化硫黄の 6 物質が

温室効果ガスとして排出削減対象となっている。 

 

カ行 

【外来生物】 

 国外や国内の他地域から人為的（意図的、または、非意図的）に導入されることにより、本来の分

布域を越えて生息、または、生育することとなる生物種。外来種のうち、導入先の生態系等に著しい

影響を与えるものを特に侵略的な外来種と呼び、これらは自然状態では生じ得なかった影響を人為的

にもたらすものとして問題となっている。 

 

【化学的酸素要求量（COD）】 

 水の汚濁の程度は、水中の汚濁物質（主として有機物）が酸化剤によって酸化分解されるときに消

費される酸素の量を指標として表され、この指標を化学的酸素要求量（COD：Chemical Oxygen 

Demand）という。海域および湖沼の有機汚濁に関する代表的な環境基準項目とされており、数値が

高いほど、水質汚濁が進んでいることを示す。 

 

【 学校版環境マネジメントシステム】 

 各学校で定める環境保全活動を子ども、職員が一体となって取り組み、その実績を評価し、不十分

なところを見直しながら、継続的に環境保全活動を実施していくための市独自のプログラム。 

 

【合併処理浄化槽】 

 し尿のほか、台所や風呂などの生活排水も一緒に処理できる浄化槽のこと。団地などで共同使用さ

れる大型合併処理浄化槽と、各家庭・事務所などで使用される小型合併処理浄化槽とがある。生活雑

排水を処理しない単独処理浄化槽と比較して、河川への BOD負荷量を 1／8に抑えることができる。 

 

【環境家計簿】 

 家庭で使用した電気や燃料の量などを毎月記録し、その量を二酸化炭素排出量に換算し、家庭から

の二酸化炭素排出量を確認できるようにしたもの。この記録を通して、省エネルギーや省資源に取り

組むことができる。 

 

【環境基準】 

 大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染および騒音に関する環境上の条件について、人の健康を保護

し生活環境を保全するうえで、維持することが望ましい基準を行政上の目標として定めたもの。 

 

【環境基本計画】 

 環境基本法第 15 条に基づき、政府全体の環境の保全に関する総合的・長期的な施策の大綱などを
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定めている。21 世紀半ばを展望して、環境政策の基本的な考え方と長期的な目標を示すとともに、

その実現に向けて、21 世紀初頭までの国の施策と地方公共団体、事業者、国民、民間団体に期待さ

れる取り組みを体系的に明らかにし、各主体の役割、政策手段のあり方などを定めている。 

 

【環境審議会】 

 環境保全に関する施策の作成実施のため、広く学識経験者などに意見を求めるため、総理大臣、環

境大臣、関係大臣の諮問機関として環境省に中央環境審議会が置かれている。同様に、都道府県には

都道府県環境審議会を置くこと、また、市町村には市町村環境審議会を置くことができるとされてい

る。本市では、姶良市環境審議会を設置している。 

 

【環境配慮型自動車】 

 二酸化炭素や排気ガスの発生を大幅に低減させることができるエンジンや動力源を備えた自動車

のことで、ハイブリッド車、電気自動車、燃料電池車等をいう。 

 

【協働】 

 市民・事業者・市など、これまで各々の目的に応じた生活や事業などを行い、時には相反する関係

にあったものが、それぞれの立場に応じた公平な役割分担のもとに、環境保全やまちづくりなどの共

通の目標、理念を持ち、その実現に向けた取り組みを行うときの協調的関係のこと。それぞれの努力

を補完して取り組みを進めることで、大きな効果を生み出すことができるものと期待される。 

 

【景観】 

 人間が視覚で捉えた事物をいう。一般的には「風景」と同じように使われているが、「風景」は視

覚で捉えた事物を見る人の心や感情や知識等を介して主観的に捉えた場合に使われることが多く、

「景観」は視覚で捉えた事物を客観的・科学的に捉えた場合に使われることが多い。景観の主たる構

成要素により、自然景観、文化的景観、歴史的景観などに分類される。 

 

【公害】 

 「環境基本法」によると、公害とは、「事業活動その他の人の活動にともなって生ずる相当範囲に

わたる、①大気の汚染、②水質の汚濁（水質以外の水の状態、または、水底の底質が悪化することを

含む。）、③土壌の汚染、④騒音、⑤振動、⑥地盤の沈下（鉱物の掘採のための土地の掘さくによるも

のを除く。）および⑦悪臭によって人の健康、または、生活環境にかかわる被害が生ずることをいう」

と定義し、行政的に取り組む公害の対象を限定しており、この７公害を通常「典型７公害」と呼んで

いる。 

 

【光化学オキシダント】 

工場・事業場や自動車から排出される、窒素酸化物（NOx）や揮発性有機化合物（VOC）などが

太陽光線を受けて光化学反応を起こすことにより生成されるオゾンなどの総称で、いわゆる光化学ス

モッグの原因となっている物質。強い酸化力を持ち、高濃度では眼やのどへの刺激や呼吸器に影響を
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及ぼすおそれがあり、農作物などにも影響を与える。 

 

サ行 

【最終処分場】 

 廃棄物を埋立処分する場所や施設・設備の総体をいう。埋立の方式により遮断型、管理型、安定型

の 3 つに区分される。 

 

【再生可能エネルギー】 

 エネルギー源として永続的に利用することができる再生可能エネルギー源を利用することにより

生じるエネルギーの総称。具体的には、太陽光、風力、水力、地熱、太陽熱、バイオマスなどをエネ

ルギー源として利用することを指す。 

 

【里地里山】 

 都市と奥山の中間に位置し、森林、農地、草地、ため池などで構成され、農林業者など人の手で管

理されてきた地域。 

 

【自動車騒音】 

 自動車の走行に伴い発生する騒音のことをいう。 

 

【循環型社会】 

 大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会に代わるものとして提示された概念。循環型社会基本法で

は、第一に製品等が廃棄物等となることを抑制し、第二に排出された廃棄物等についてはできるだけ

資源として適正に利用し、最後にどうしても利用できないものは適正に処分することが徹底されるこ

とにより実現される、「天然資源の消費が抑制され、環境への負荷ができる限り低減された社会」と

している。 

 

【省エネルギー】 

 石油などの有限なエネルギー資源の消費を極力少なくすること。エネルギーの有限性が叫ばれる中、

事業活動や市民の日常レベルにおいて取り組みが行われている。 

 

【植生】 

 ある区域に集まって生育している植物群とその環境。 

 

【水源かん養機能】 

 森林が有している機能で樹木、落葉および土壌の働きにより、降水を効果的に地中に浸透させ、長

期にわたり貯留・流下する機能で、洪水調整、渇水緩和など河川流量の平準化を図る。 
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【小水力発電】 

 水の流れを利用して発電する小規模な水力発電。 

 

【生活史】 

 生物個体が誕生し、成長、繁殖を遂げて死亡するまでの一生涯の過程をいう。生息環境、行動、餌、

外敵との関係など、生活の仕方そのものを含んだ過程として用いられる。 

 

【生活排水】 

 台所、洗濯、風呂などからの生活雑排水とし尿とを合わせて生活排水という。生活雑排水は、下水

道や浄化槽等に接続している家庭ではし尿とともに処理をされるが、その他の家庭では未処理のまま

流されており、河川等の公共用水域の大きな汚濁原因になっている。 

 

【生態系】 

 ある地域に生息する生物群集（同じ場所で生息しているいろいろな種の個体群）とそれを取り巻く

無機的環境（気象・土壌・地形・光・温度・大気など）をあわせたひとつのまとまり。 

 

【生物化学的酸素要求量（BOD）】 

 生物化学的酸素要求量（BOD：Biochemical Oxygen Demand）とは、水中有機物を好気性バク

テリアが酸化分解するのに要する酸素量であり、代表的な河川の水質指標として用いられる。 

 値が高いほど有機物などが多量に含まれており、汚濁度が高いことを示す。 

 

【生物相】 

 ある地域に生息・生育する生物種の種類組成。 

 

【生物多様性】 

 生物多様性条約など一般には、①さまざまな生物の相互作用から構成されるさまざまな生態系の存

在＝生態系の多様性、②さまざまな生物種が存在する＝種の多様性、③種は同じでも持っている遺伝

子が異なる＝遺伝的多様性、という 3 つの階層で多様性を捉え、それぞれ保全が必要とされている。

生物多様性は生命の豊かさを包括的に表した広い概念で、その保全は、食料や薬品などの生物資源の

みならず、人間が生存していくうえで不可欠の生存基盤（ライフサポートシステム）としても重要で

ある。反面、人間活動の拡大とともに、生物多様性は低下しつつあり、地球環境問題のひとつとなっ

ている。 

 なお、「生物多様性国家戦略 2012－2020」の前文では、生物多様性の重要性について、次のよ

うな記述がある。「地球上の 3,000 万種とも推定される多様な生命は、誕生から約 40 億年の歴史

を経て、さまざまな環境に適応して進化してきたものです。それらは、地球生態系という一つの環の

中で、つながりとその相互作用の中で生きており、多様な生態系のさまざまな働きを通じて、人間も

含めたすべての生命が存立する基盤が整えられているのです。また、多様で豊かな生物は、現在及び

将来の人間にとって有用な価値を持つだけでなく、多様な文化を育む源泉となり、地域ごとの固有の
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財産として必要不可欠なものといえます。さらに、多様で健全な生態系は、安全な飲み水や食料の確

保などに寄与し、暮らしの安心・安全を支えるものとなっています。生物多様性の保全と持続可能な

利用に関する、こうした重要性を踏まえ、自然の理（ことわり）に沿った自然と人とのバランスのと

れた健全な関わりを社会の隅々に広げ、将来にわたり自然の恵みを得られるよう、自然のしくみを基

礎とする真に豊かな社会をつくることが必要です。」 

 

【絶滅危惧種のホットスポット】 

 絶滅危惧種が集中してみられる地域。 

 

【ゾーニング】 

 地域を区分すること。 

 

タ行 

【地下水】 

 地表面より下に存在している水を地下水という。存在状態によって、不圧地下水（自由地下水とも

いい、地盤の隙間を介して河川水や湖沼水などの地表水と通じている。）と被圧地下水（粘土層のよ

うな難透水層の下の帯水層に存在し、大気圧よりも大きな圧力を受けている地下水）に分けられる。

また、不圧地下水を揚水するために掘られた井戸を「浅井戸」、被圧地下水を揚水するために掘られ

た井戸を「深井戸」という。 

 

【地球温暖化】 

 地球の気温は、太陽の日射熱と地球から宇宙へ放出される熱を再度地表へ戻す温室効果ガス（二酸

化炭素、メタン、亜酸化窒素、フロンなど）によって一定のバランスを保ってきた。 

 しかし、産業革命以後、化石燃料などの大量消費により、温室効果ガスの濃度が急激に増加したこ

とでこのバランスが崩れ、地球の平均気温が年々上昇している。 

 

【低炭素社会】 

 究極的には、温室効果ガスの排出を自然が吸収できる量以内にとどめる（カーボン・ニュートラル）

社会を目指すもの。そのためには、産業、行政、国民など社会のあらゆるセクターが、その選択や意

思決定において、省エネルギー・低炭素エネルギーの推進や、3R の推進による資源生産性の向上等

により、二酸化炭素の排出を最小化するための配慮を徹底することを当然とする社会システムが必要

である。 

【電気自動車（EV）】 

 Electric Vehicleの略。電気モーターを動力源として動く自動車のこと。地球温暖化の原因とされ

る二酸化炭素を走行中に排出しないことから、環境にやさしい自動車といわれている。 

 

【電灯使用量】 

 定額電灯、従量電灯、公衆街路灯、臨時電灯における電力使用量の合計。家庭および小規模事業所
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における電力使用量を指す。 

 

【天然記念物】 

 学術上貴重で日本の自然を記念する動物（生息地、繁殖地、渡来地を含む）、植物（自生地を含む）、

地質鉱物（特異な自然の現象の生じている土地を含む）として文化財保護法（1950）に基づき指定

されたもの。これらの中には長い歴史を通じて文化的な活動により作り出された二次的な自然も含ま

れている。なお、天然記念物のうち、特に重要なものは「特別天然記念物」に指定される。天然記念

物の現状変更や指定された天然記念物に影響を及ぼすと考えられる行為は、全て規制の対象となる。

文部科学大臣が指定するもののほか、都道府県、市町村が条例に基づき指定するものもある。 

 

ナ行 

【二酸化炭素（CO2）】 

 炭素を含む物質の燃焼や生物の呼吸によって発生するが、化石燃料の燃焼や熱帯林の減少などに起

因して年々増加している。太陽光線によって温められた地表面から放射される赤外線を吸収して大気

を暖め、一部の熱を再放射して地表の温度を高める「温室効果ガス」の一種。地球温暖化の原因とな

る。 

 

【農業集落排水処理施設】 

 農業集落における、し尿、生活雑排水等の汚水を処理する施設で、農業用排水の水質保全、機能維

持、農村生活環境の改善および公共用水域の水質保全を図ろうとするもの。 

 

ハ行 

【バイオマス】 

 一般的には「再生可能な、生物由来の有機性資源で化石資源を除いたもの」をバイオマスと呼ぶ。 

バイオマスの種類には、廃棄物系バイオマス、未利用バイオマス、資源作物（エネルギーや製品の

製造を目的に栽培される植物）がある。廃棄物系バイオマスは、廃棄される紙、家畜排せつ物、食品

廃棄物、建設発生木材、製材工場残材、下水汚泥等があげられ、未利用バイオマスとしては、稲わら・

麦わら・もみ殻等が、資源作物としては、さとうきびやトウモロコシなどがあげられる。 

主な活用方法としては、農業分野における飼肥料や、汚泥のレンガ原料としての利用の他、燃焼に

よる発電、アルコール発酵及びメタン発酵などによる燃料化などのエネルギー利用などもある。 

 

【干潟】 

 干出と水没を繰り返す平坦な砂泥底の地形で、内湾や河口域に発達する。浅海域生態系の一つであ

り、多様な海洋生物や水鳥等の生息場所となるなど重要な役割を果たしている。 

 

【微小粒子状物質（PM2.5）】 

大気中に浮遊する粒子状の物質（浮遊粉じん、エアロゾルなど）のうち、粒径 2.5μm（マイクロ
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メートル：μm=100万分の 1m）以下の小さなもの。健康への影響が懸念されている。 

 

【防除】 

生物による害を防ぐため、害を与える生物の進入防止・個体数の管理などを行うこと。 

 

マ行 

【マイバッグ運動】 

 買い物袋持参運動の統一名称。買い物に自分の買い物袋を持参することにより、余分なレジ袋を削

減しようとする、消費者および事業者が身近に取り組むことのできる、ごみ減量化のための運動。 

 

【民生家庭部門】 

 住宅から排出される温室効果ガスを表現する部門。 

 

【民生業務部門】 

 事務所、ホテル、病院、小売店、飲食店、学校などから排出される温室効果ガスを表現する部門。 

 

【藻場】 

 沿岸域の海底でさまざまな海草・海藻が群落を形成している場所を指す。海草・海藻類は、プラン

クトンをはじめとした多くの海棲生物に酸素を供給し、海水中の栄養分を吸収して水を浄化したり、

地下茎で海底を安定させる機能もある。 

 

ヤ行 

【有機汚染】 

生活排水や糞尿などの有機物による汚染。 

 

ラ行 

【リサイクル】 

 廃品や資源を再利用すること。 

 

【リデュース】 

 ごみとなるものを減らすこと。 

 

【リユース】 

 容器などの再利用。なるべく長く、繰り返し使うこと。（例）牛乳びん・ビールびん 

 

【緑化】 

 植栽や種まきによって、その土地の植物を増やすこと。屋上や壁面に対して行う場合、それぞれ、
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屋上緑化、壁面緑化などという。 

 

【緑地】 

 樹木や草などの植物が主体となっている空間を意味するが、一般的には、都市地域の樹林地、草地、

水辺地、農地等植物のある空間に対して使われる。都市計画などでは、普通緑地（都市公園、墓地等）、

生産緑地（農林漁業等の生産に利用している土地）、準緑地（庭園、保存地）に分類する場合や、施

設緑地（都市公園、公共施設緑地）と地域緑地（緑地の効用を発揮させるため、各種法制度により指

定される緑地保全地区、生産緑地地区、自然公園、保安林等）に分類する場合がある。 
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