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様式 

市民意見提出手続（パブリック・コメント）の実施結果について 

 

「宗像市バイオマス産業都市基本構想（案）」について、市民意見提出手続（パブリック・コメン

ト）を実施しました。その結果は次のとおりでしたので、報告します。 

 

計画・条例案等の

名称 
宗像市バイオマス産業都市基本構想（案） 

内容 

市全体で総合的にバイオマスの有効活用を図ることで、効率的に再資源化を目

指し、再生エネルギーの利用拡大に努める必要がある。そこで、平成 26 年度か

ら平成 35 年度までの 10 年間を期間とし、宗像市バイオマス産業都市構想を作

成する。宗像市バイオマス産業都市構想は基本構想と基本計画から構成される。 

実施期間 平成 26年 5 月 15 日（木） ～ 平成 26 年 6 月 15 日（日） 

意見提出状況 6 人 28 件 

提出された意見の

内容及びその回答 

別紙「宗像市バイオマス産業都市基本構想（案）」に関する市民意見提出手続

の意見及びその回答」のとおりです。 

問合せ先 

市民協働・環境部 環境課 資源廃棄物係 

〒811－3492      

宗像市東郷 1丁目 1番 1号 

ＴＥＬ：0940 －36－1421 

ＦＡＸ：0940 －36－0270 

メール：kankyou＠city.munakata.fukuoka.jp 
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「宗像市バイオマス産業都市基本構想」に関する市民意見提出手続の意見及びその回答 

箇所 意    見 対応 回     答 

P10 「利用されずに焼却されているバイオマス」P11 の
表2-1によると約55.4％が家庭系生ごみにあたる。
それを対象にしていないのはおかしいのではない
か。 
家庭系・事業系合わせると約 9000ｔ/年、生ごみの
水分は90～95％といわれているが、仮に90％として
も焼却費１ｔ当たり30000円としても約2億7000
万円が水を燃やすことに費やされている。 
現在の利用が 100％となっているバイオマスは現状
のままの利用形態でよいと思う。 

原案どおり ご意見のとおり、家庭系生ごみについては、含
水率も高く焼却処理に頼らない方法が望まれ
ますが、今回、バイオマス構想を立ち上げるう
えで、堆肥化事業については、民設・民営を基
本としているため、民間事業者が計画を作成す
るうえで確実に利用可能なバイオマスの選定
が必要となります。よって、まずは、今回の構
想に挙げられているバイオマスを対象とし、段
階を経て他のバイオマスについても費用対効
果を十分調査し、対応していきたいと考えてい
ます。従いまして本構想P13で将来的に利用を
検討するという表現をしています。また、現在
の利用が 100％となっているバイオマスの中に
も、一括処理した方が有利な場合が生じ、将来
的に検討すべきものと思われます。 

P13 
P18 

宗像市では家庭系の燃やすごみの４０数パーセント

が生ゴミです。私たち（ゴミ住連）はこれを減量化

し、有効な資源（堆肥）として再利用するため、市

と協働でダンボールコンポストの講座を実施してき

ました。８年前の開始当初に比べると市全域に広が

ってきました。これからもこの事業を継続していき、

全世帯が取り組めば、ごみは激減します。しかし、

共働きや子育て・高齢化の家庭など、どうしてもダ

ンボールコンポストが無理な人がおられることも事

実です。そのような方からは、「生ごみの分別はでき

るのでそれを市として収集し、堆肥化して欲しい」

との意見を聞きます。 

今回のバイオマス基本構想には、一般廃棄物厨芥類

（家庭系）は「発生量は十分にあるが食品以外にも

混在」等の理由で将来的な利用を検討しますと記載

されています。分別の丁寧な説明があれば、混在は

避けられます。しかし、図3－4の将来図には一般廃

棄物厨芥類（家庭系）の記入はありません。将来に

向けても実現されないのではないかと危惧します。

市としても市民の税金を使って施設を建設する構想

があれば、ぜひ一般廃棄物厨芥類（家庭系）の堆肥

化を策定してください。 

原案どおり 同上 

P11 
P13 

家庭から出るし尿・下水汚泥（5900ｔ/年）剪定枝
（1000ｔ/年）刈り草（500ｔ/年）は、現在、宗像清
掃工場で焼却されています。これを何とかしたいと
いう気持ちは良くわかりますが、１番多い家庭系の
生ごみ（8145ｔ/年）に取り組まれていません。 

原案どおり 同上 

P18 図3－4の「宗像市バイオマス産業都市基本構想の将
来図」では、できた堆肥の利用先がかなり少ないよ
うに思います。どの程度の堆肥ができて、どの程度
利用されるのか具体的に示してください。 

原案どおり 生成される堆肥量は、民間公募による事業所か
ら提出される計画によって決定します。搬出先
についても、計画書に記載されます。 
これを基に、基本計画を作成する予定です。 

P18 宗像ではバイオマスで液肥を作らない方式ですが、
堆肥はできます。この堆肥の出口（利用方法）がわ
かりません。農家は取組みに組み込まれていないの
でこの堆肥をつかってくれるとは思えません。毎日
出てくる多量の堆肥をどうするつもりでしょうか。 

原案どおり 同上 
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≪その他の意見≫ 

箇所 意    見 対応 回     答 

(その他意見）
P11 
 

我が家の刈り草や剪定枝は現在燃やすごみ
として出しています。回収・チップ化を実現
してください。 

 家庭系の剪定枝・除草は、現在、焼却処理で対応
しています。ここで刈り草がチップ化となってい
ますが、これは一部で、ほとんどが焼却処理され
ています。よって、本計画実施後はチップ後、堆
肥化処理されます。 

(その他意見）
P11 
 

ふすま（麦）は栄養価が高いので食品加工で
きないものか、米粉パンのように（宗像ブラ
ンド） 

 本計画とは直接関係はないと思われますが、食品
加工が可能ならば活用すべきと考えられます。 

(その他意見）
P12 

「少子高齢化の進展」、「厳しい経済・財政状
況」、「生産年齢人口の減少」で四人に一人が
高齢者という現状の中、無駄な出費はさける
べきと思う。 

 バイオマス事業は、現在全国的に化石燃料に依存
している世情の中、再生エネルギーの活用、CO2
削減、地球温暖化防止等、次世代に残す大事な環
境づくりに必須のものと考えられます。したがっ
て、今回、宗像市におけるバイオマス利用につい
て基本的な構想を作成しました。 
消化ガス発電事業は、市において費用対効果を十
分に検討し、計画されています。 
堆肥化事業の財源については、事業化を民設・民
営で計画していますので、事業経費は受託事業者
の資力によって賄われます。市としては、事業に
対し用地の選定、バイオマスの提供が必須になり
ます。 

(その他意見）
P12 

バイオマス施設建設に、大木町で11億円、
日田市で9億円掛かっています。宗像市での
予算は計上されていませんが、一度施設を造
ると中止できなくなります。こんな税金を多
く使う施設が今必要でしょうか。 

 同上 

(その他意見）
P12 

消化ガス発電事業は市でその他は可能な限
り民間での設置・運営とあるが、このような
大きなプロジェクトは市の補助金なしでは
不可能。つまり市民の税金のむだ使いとな
る。 

 同上 

(その他意見）
P12 

こういう巨大な施設を作ることは原発や諫
早湾干拓事業、ごみ焼却場と同じことだと思
う。 
貴重な財源を高齢者の医療や福祉、子どもた
ちの教育にあててほしい。 
至急、白紙撤回されるよう要望する。 

 同上 

(その他意見）
P16 
 

『バイオマス利用方法の選定結果』の堆肥化
施設の選定理由に・・・設置場所が確保でき
るため・・・と記載されていますが、設置場
所の決定には大きな問題が生じます。住民へ
の説明は丁寧に十分時間をかけて実施して
ください。 

 堆肥化施設の設置場所については、発生場所から
施設までの移送効率や完成堆肥の搬出路等から市
が決定すべきと考えます。 
当然ながら住民説明を十分に行い、決定いたしま
す。 

(その他意見）
P16 
 

堆肥化施設は臭気対策を考慮して密閉式と
するよう記載してありますが、下欄の各堆肥
化施設の特徴によれば、・・・完熟まで至ら
ない・・・とあります。完熟させるまでの臭
気対策は完全を期してください。（臭気に悩
まされている住民から） 

 堆肥化事業の民間公募の中で、民間事業者から計
画書が提出されます。この計画書で臭気対策の項
目についても専門的な視野から精査を行い判断し
ます。 
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(その他意見）
P16 

図3-2について攪拌方式・密閉型（縦型・横
型）の場合イニシャルコスト・ランニングコ
ストはかかるのに作業量は少ない。 
こんな施設を作る必要性を感じられない。ま
た、何を基準として「高価・中庸」「少ない」
としているのか、具体的な数字がないので納
得できない。 

 図3-2は、「家畜ふん尿処理施設・機械選定ガイド
ブック」（財団法人畜産環境整備機構）からの引用
で、現在の堆肥化に係る各種方式の比較です。 
民設・民営で事業を行う上で、攪拌方式の密閉型
が臭気問題も含め、施設管理が行い易いと考えら
れます。 

(その他意見）
P17 

図3-3脱水汚泥1000ｔ/年、剪定枝・刈り草
1600ｔ/年、一般廃棄物厨芥類（事業系）300
ｔ/年は、どの資料からの引用なのか？発酵
副資材とは何か？ 

 し尿脱水汚泥は、将来的な減少予測量、剪定枝・
刈り草は、実質予想量として賦存量の8割、事業
系の厨芥類は、現状の処理状況により賦課量の 3
割を見込んでいます。 
発酵副資材とは、発酵に係る水分調整等の助剤で
す。 

(その他意見）
P18 

図 3-4 耕作農家への堆肥とあるがどれほど
の戸数があるのか？一次産業従事者だけで
281人（P6） 

 生成される堆肥量は、民間公募による事業所から
提出される計画によって決定します。搬出先につ
いても、計画書に記載されます。 
これを基に、基本計画を作成する予定です。 

(その他意見）
P19 

視察地が2ヶ所では不十分と思う。 
日田市（人口74159人）2006年バイオマス
資源化センターを建設、総事業費9億5000
万円、堆肥の肥料分は少ない（窒素、リン、
カリ約 1％）。液肥は利用割合少なく、莫大
な費用をかけた排水処理施設で処理をし、多
くを下水にながしているそうです。（ダンボ
ールコンポストの肥料分2～４％） 

 下水汚泥を好気性発酵で肥料化している施設は、
少なく、この2ヶ所を選定し、視察しました。 
日田市のバイオマス資源センターは、嫌気式消化
方式で液肥が発生します。反面、消化ガス（メタ
ンガス）を利用し発電を行っています。 

(その他意見）
P19 

検討委員会の構成メンバーは？ 
何名でどういう人たちが参加しているの
か？ 
市民の参加はあるのか？ 

 副市長を委員長とし、関係部課長１２名、県北筑
前普及指導センター、コンサルタントで組織され、
市民参加はありません。よって、今回、パブリッ
クコメントにより広く意見を求めました。 

(その他意見）
P19 

宗像市にとって大きな政策であると思いま
すので、「宗像市バイオマス産業都市構想検
討委員会」のメンバーとして一般市民を参加
させるべきではないでしょうか。 

 検討委員会での議事内容には、利害関係が生ずる
事項が含まれるため、市民の参加はありません。
よって、宗像市市民参画、協働及びコミュニティ
に関する条例に基づく手続事務に沿って、パブリ
ックコメントを行い、市民の意見をお聞きしてい
ます。 

(その他意見）
P19 

検討委員会に市民は一人も入っていないと
聞きました。計画段階から市民とともに市民
力を活かした取り組みが必要と思います。 

 同上 
 

(その他意見）
堆肥化事業 

脱焼却を目指すことには賛成ですが、今回は
構想ということで、具体的なことは提案され
ていません。初年度に設置する、下水汚泥を
利用する消化ガス発電と事業系の一般廃棄
物を利用する堆肥化施設につてメリット、デ
メリット、実施方法、事業費などの提示がな
いため、構想の是非の判断はできません。 

 ご意見のとおり、今回は基本構想の提案です。 
事業費や実施方法等は、計画の中で表されます。 
この数値により、メリット・デメリットも表現で
きるものと考えています。 

(その他意見） 
堆肥化事業 

以前より悪臭に悩まされていましたが以下
のような施策を実施していただければ、悪臭
ともさよならできるかなと思い意見を申し
述べます。 
牛舎等の廃棄物と下水処理場の排出物、コン
ポストで発生する廃棄物等で堆肥を造り、必
要とする人に肥料として利用する方法はい
かがでしょうか。 

 今回の基本構想では、堆肥化事業の将来像として、
ご意見と同様の目標を考えています。 
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(その他意見） 
堆肥化事業 

平成 15 年のプラ分別に市が取り組む時に
は、市の職員が何百回と説明会を開き、分別
に取り組む姿勢をしめされました。市民も動
きました。それでも平成25年度燃やすごみ
の分析では、２２％の分別可能なごみが入っ
ています。ダンボールコンポストも平成 18
年から取り組みはじめて８年経ちましたが、
ようやく全世帯の９％に拡がってきたかな
と言う所です。この計画には市民の活動が取
り込まれていないのが残念です。 

 今回、基本構想の中では、市民の事業参加につい
ては、記していませんが、市民の参加が必要とな
る事項等が発生すれば、基本計画の中で検討しま
す。 

(その他意見） 
堆肥化事業 

この計画で宗像の水産・農業が将来向上する
とは思えません。JA や漁協のことが何も出
てこないからです。ダンボールコンポストで
もJA・グリーンコープ・Fコープ等に働きか
けていますが、なかなか講座が実現できずに
います。漁師や農家の活動が具体的に見えな
いし、計画されていません。 

 水産業については、水産加工品における廃棄物、
農業については、生産物の廃棄分がバイオマスと
して考えられますが、事業系の厨芥類として計画
に記しているところです。 
また、農業については、堆肥化事業で生成される
堆肥についての利用先が考えられますが、事業履
行業者の計画に係るものと思われます。 

(その他意見） 
全体 

構想について市民への広報が十分でないと
思います。市政だよりでのパブリックコメン
ト募集の案内を知らない人がたくさんいま
す。説明会開催後に、市民の意見を聞いて欲
しいと思いますが。 

 分別収集等と違い、直接的に市民の皆様に搬出等
お願いが必要なものではないと考えられるので説
明会は開催せずパブリックコメントにて意見を求
めました。 

(その他意見） 木質バイオマスによるこれからの地域再生
のビジネスモデルは行政のみならず、民間と
の連携による循環型の構想をイメージした
ものでなくてはなりません。 
市のバイオマス構想において、宗像の里山に
埋もれる林地残材や竹などの森林資源を有
効にかつ経済的に利用する政策を策定いた
だくことを切に願います。 

 今回の構想を作成する中で、木質バイオマスも考
慮に入れ検討しました。 
結果、宗像市の木質バイオマス量では、費用対効
果を考慮すると事業化が困難と思われます。 
 

(その他意見） 
 

今回は下水汚泥と事業系一般廃棄物を対象
とした構想ですが、玄界環境組合の今後を含
めた、ごみ減量とごみ処理計画を策定すべき
ではないでしょうか。 

 平成27年3月を目処に、現在、一般廃棄物処理基
本計画を改定、作成中です。 

(その他意見） 焼却炉の操業期限から逆算すると、約2年の
検討期間があるとのことです。多くの市民が
参加する、家庭系廃棄物も含めた、「ごみ減
量、ごみ処理計画」づくりを求めます。 

 一般廃棄物処理基本計画を策定するにあたり、ご
み減量等推進審議会を開催し、検討・討議してい
ます。この審議会は事業所や市民、有識者で構成
されています。計画は、この審議会より答申を受
け、更にパブリックコメントを行い、意見をお聞
きします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


