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●用語解説 
 

該当の用語には、本文中に＊を付しています。 

あ行 

ＩＳＯ１４００１（→P51） 

国際標準化機構が発行した環境マネジメントシステ

ムの国際規格で、組織の活動によって生じる環境への

負荷を継続的に低減するよう配慮・改善するための組

織的なしくみ。 

 
アイドリングストップ（→P17、38） 

駐停車や信号待ちなどの間にエンジンを停止させる

ことで、燃料節約と排出ガス削減の効果が期待されて

いる。 

 
青色パトロール車（→P40） 

警察から自主防犯パトロールを適正に行うことができ

るとの証明を受けた団体のパトロール車。 

 
アスベスト（→P38） 

石綿（アスベスト）は、天然に産する繊維状けい酸塩

鉱物で「せきめん」「いしわた」。 

石綿は、そこにあること自体が直ちに問題なのではな

く、飛び散ること、吸い込むことが問題となるため、労働

安全衛生法や大気汚染防止法、廃棄物の処理及び清

掃に関する法律などで予防や飛散防止等が図られて

いる。 

 

一般廃棄物（→P40） 

産業廃棄物以外の廃棄物。「産業廃棄物」参照。 

 

宇佐市環境基本条例（→P4） 

宇佐市が環境の保全に関する基本的事項を定めた

条例。平成 24 年６月制定。 

 

宇佐市総合計画（→P4） 

市の将来都市像並びにそれを実現するための各分

野の基本的な方針を掲げた計画。 

なお、第一次宇佐市総合計画は、平成17年３月31

日の宇佐市、安心院町、院内町の合併を契機に平成

18 年３月に策定された。 

 

宇佐市地域新エネルギービジョン（→P44） 

化石燃料依存型のエネルギーを、地域内に存在す

る自然エネルギー、バイオマスエネルギー等の新エネ

ルギー体制へ転換することを目的とした将来計画。平

成 21 年２月策定。 

 

 

 

 

宇佐市バイオマスタウン構想 
（→P13、48、49） 

バイオマスの利活用ならびに地産地消・資源循環を

推進し、環境にやさしい元気なまちづくりを目指すため

の構想。平成 20 年４月公表。 

 

宇佐市ボランティア連絡協議会 
（→P13、53） 

ボランティアのネットワーク組織。ボランティア間の情

報交換の場、連絡調整の場として位置づけられてい

る。 

市町合併に伴い、３つのボランティア連絡協議会が１

つに統合されたが、旧市町にも支部組織を残し、それ

ぞれの地域に根差した活動も大切にしつつともに活動し

ている。 

 

宇佐市６次産業創造推進事業（→P57） 

６次産業とは、一次産業（生産）、二次産業（加工）、

三次産業（流通）を合わせてもかけても６次産業という

意味から、生産者が直接加工・流通にまで関っていく業

態のことである。 

宇佐市では平成 21 年度より、農業者が生産だけで

なく加工・流通にまで総合的にかかわる、農業の６次産

業化を推進している。 

 

エコエネルギー（→P43、45） 

温室効果ガスの排出の少ない、環境に優しいエネル

ギーのことで、「新エネルギー利用等の促進に関する特

別措置法（新エネルギー法）」で定める太陽光発電や

風力発電のほか、大分県の自然的特色を考慮して、地

熱、水力、海洋エネルギーを含めたエネルギーの総

称。 

 

エコドライブ（→P17、38、45） 

駐停車時のエンジンストップ、急発進、急加速をしな

い。 

空ぶかしをしない、適正な空気圧のタイヤで走るなど

の環境に配慮した自動車の運転方法。 

 

大分県環境基本条例（→P4） 

環境保全に関する基本理念や県、市町村、事業者、

県民の責務、基本理念実現のために県が講ずる基本

的施策などを規定し、県の環境保全に対する姿勢を県

民に宣言する意味合いをもつ条例で、平成11年９月に

制定。 

 

大分県新環境基本計画（→P4） 

大分県における環境の保全に関する長期的な目標

及び施策の基本的方向を示し、環境の保全に対する

共通認識を形成するため、環境基本法第 36 条及び大

分県環境基本条例第９条の規定に基づいて策定され

た計画。平成 17 年 11 月策定。 
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オゾン層（→P2） 

オゾンは酸素原子３個からなる化学作用の強い気体

である。オゾン層は、大気の成層圏の、地上から 10～

50 キロにあるオゾン濃度の比較的高い層。 

太陽光に含まれる生物に有害な紫外線の大部分を

吸収し、地球上の生物を保護する役割を果たしてい

る。 

 

温室効果ガス（→P43、44） 

太陽からの熱を地球に封じ込め、地表を暖める働き

があるガス。 

 

か行 

外来動植物・外来種（→P33、34） 

何らかの人為によって、本来分布していない生物種

が偶然であるか意図的であるかを問わず、ある地域に

持ち込まれた場合に、その持ち込まれた種を外来種と

いう。 

外来種は在来の生物種や生態系に様々な影響を与

える。 

 

環境基準（→P11、12、19、35、37、66） 

大気汚染、水質汚濁、土壌汚染及び騒音について、

人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持され

ることが望ましい基準（行政上の目標基準）として、環境

基本法第 16 条に定義されている。 

 

環境基本法（→P2、4） 

1993 年（平成５年）に制定、施行された環境に関す

る分野について国の政策の基本的な方向を示した法律

で、具体的には、基本理念を定め、国、地方公共団体、

事業者及び国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ている。 

 

環境ホルモン（→P3） 

人や野生生物の内分泌作用を攪乱し、生殖機能阻

害、悪性腫瘍等を引き起こす可能性のある内分泌攪

乱化学物質。 

 

環境マネジメントシステム（→P51） 

事業者が自主的に環境保全に関する取り組みを進

めるに当たり、環境に関する方針や目標等を自ら設定

し、これらの達成に向けて取り組んでいくことを「環境管

理」又は「環境マネジメント」といい、このための工場や事

業場内の体制・手続き等を「環境マネジメントシステム」

という。 

認証制度として「ＩＳＯ１４００１」と「エコアクション 21」

がある。 

 

緩衝緑地帯（→P42） 

大気汚染、騒音、振動、悪臭等公害の防止や緩和

を図ることなどを目的として造成される緑地。 

 

基幹産業（→P55） 

経済の基礎をなす産業のこと。 

 

漁場内堆積物（→P31） 

ここでは、漁場である海底に堆積した暗褐色の汚泥

(ヘドロ)などの汚染物質を指す。 

 

グリーン購入（→P47） 

持続可能な社会の構築を目的に、できるだけ環境へ

の負荷の少ない製品やサービスを優先的に選んで購

入すること。 

 

グリーンツーリズム 
（→P14、18、19、22、23、55、56、61、68） 

農山漁村地域において自然、文化、人々との交流を

楽しむ滞在型の余暇活動 

 

公害防止協定（→P38） 

企業と地方公共団体または住民との間で結ばれた、

公害を防止するための協定。 

公害防止のため、使用燃料や煤煙の排出量などを

取り決めるなど、企業の義務を定める。 

 

光化学オキシダント（→P38） 

大気中の窒素酸化物や炭化水素が太陽の紫外線

により光化学反応を起こして生成する二次汚染物質で、

オゾン（O3）、パーオキシアセチルナイトレート（ＰＡＮ）等

の酸化性物質の総称。 

 

耕種農家（→P27、49） 

水稲農家や園芸農家のこと。 

 

ごみゼロおおいた作戦（→P46） 

大分の恵み豊かな自然環境を守り、将来に継承する

ため、県民総参加により全国に誇れる環境に配慮した

美しく快適な大分県づくりを進める県民運動。 

 

さ行 

里地里山（→P2、27、32、57） 

里地里山とは、都市域と原生的自然との中間に位置

し、様々な人間の働きかけを通じて環境が形成されて

きた地域であり、集落をとりまく二次林（原生林が伐採

や災害によって破壊された後、自然に、または人為的

に再生した森林。）と、それらと混在する農地、ため池、

草原等で構成される地域のこと。 
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里山（→P19、20、26、60） 

一般的に、前頁「里地里山」のうち主に二次林を里

山と呼ぶ場合が多い。 

 

産業廃棄物（→P19、40、47） 

事業活動に伴い発生する廃棄物のうち、廃棄物の処

理及び清掃に関する法律及び施行令で規定されてい

るもの。 

 

資源循環型（→P23、48） 

製品等が廃棄物等になるのを抑制し、排出された廃

棄物等はできるだけ資源として適正に利用し、どうしても

利用できないものを適正に処分すること。 

 

集落支援員（→P27） 

人口減少や高齢化が深刻な集落を巡回し、地域活

性化策などを助言する人。 

総務省が 2008 年から提言し、2009 年度から全国

の過疎地域の自治体で本格導入を推進している。 

 

循環型社会（→P46、48） 

大量生産・大量消費・大量廃棄型社会に代わるもの

として提示された概念。 

循環型社会基本法では、製品等が廃棄物等になる

のを抑制し、排出された廃棄物等はできるだけ資源とし

て適正に利用し、どうしても利用できないものを適正に

処分することを徹底し実現される「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。 

 

新エネルギー（→P13、22、43、44、45） 

水力・風力・太陽熱など古来から使われていたもの

の改良や、生物（バイオマス）、地熱、波力、海洋温度

差、太陽光発電などの近年の科学によって開発された

もの。 

 

親水空間（→P9、30、31） 

水浴び、水遊び、釣り、湖畔の散歩など、海や湖沼、

河川に身近に親しむことができる空間。 

 

神仏習合（→P14、59） 

日本固有の神祇信仰と仏教が混ざり合い、独特の行

法・儀礼・教義を生み出した宗教現象。 

 

水源の涵養（→P26、28） 

森林が有している降雨を貯留する天然の水源として

の機能。 

これにより、洪水の防止や渇水の緩和などの効果が

ある。 

 

水洗化人口（→P11） 

公共下水道人口にコミュニティプラント人口と浄化槽

人口（合併浄化槽人口＋単独浄化槽人口）を加えたも

ので、家庭用浄化槽も含まれる。 

 

３Ｒ（→P23、46） 

Reduce リデュース：廃棄物の発生抑制、Reuse リユ

ース：再使用、Recycle リサイクル：再資源化 

 

生態系（→P20、23、26、28、31、32、33、34） 

ある地域に生育・生息する生産者（植物）、消費者

（動物）、分解者（微生物）からなる生物群集とそれを

取り巻く大気、水、土、光などの無機的環境を合わせた

一つの機能系。 

地域全体を一つの生態系と見なすこともある。 

 

生物多様性（→P19、32、34） 

地球上の生物の多様さとともに、その生育・生息環

境の多様さを表す概念であり、生態系（生物群集）、種、

遺伝子（種内）の３つの多様性を指す。 

健全な自然環境が維持されるためには、生物の多

様性を確保することが不可欠である。 

 

た行 

ダイオキシン（→P3、38） 

塩素を含む有機化合物のうち、「ポリ塩化ジベンゾ－

パラ－ジオキシン」、「ポリ塩化ジベンゾフラン」、「コプラ

ナーＰＣＢ」を総称してダイオキシン類という。 

物質の燃焼時などに生成してしまう。 

人工物質としては も強い毒性をもつ物質といわれ

ている。 

 

地域おこし協力隊（→P27） 

地方自治体が、都市住民を受け入れ委嘱する制度。

地域おこし活動の支援や農林漁業の応援、住民の生

活支援など「地域協力活動」に従事してもらい、あわせ

てその定住・定着を図りながら、地域の活性化への貢

献が期待される。 

概ね１年以上 長３年地域で生活し、地域協力活

動に従事する。活動終了後は、自力で地域に定住・定

着することも可能。 

 

鎮守の森（→P42） 

日本において、神社に付随して参道や拝所を囲むよ

うに設定・維持されている森林。 

 

低炭素（→P23、43、44） 

二酸化炭素の排出が少ないこと。 
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都市公園（→P12、29、42） 

計画的な「まちづくり」の一環として、都市公園法に基

づき、国や県、市町村がその土地や物件についての所

有権などの権利を取得した上で、公園として整備管理

するもの。 

 

な行 

生ごみ処理容器補助制度（→P46） 

宇佐市では、電気式家庭用生ごみ処理機、自家製

堆肥製造器補助金（コンポスト容器）の購入に対して、

購入助成制度を導入して家庭で出来る「バイオマス利

活用」の協力の推進を行っている。 

 

生ごみ堆肥化（→P49） 

自然界における、動植物の死骸やフンなどが微生物

によって分解され、土に還るメカニズムを利用し、生ご

みから有機堆肥を作ること。 

 

野焼き（→P19、38、39） 

焼却施設を用いないで、野外で廃棄物を焼却するこ

と。ドラム缶などでの焼却も野焼きにあたる。 

燃焼温度が低温であるためダイオキシン類の発生が

懸念される。 

平成14年12月から、構造基準を満たさない家庭用

小型廃棄物焼却炉は使用できない。 

 

は行 

ばい煙（→P38） 

燃料その他の物の燃焼に伴い発生する硫黄酸化物、

ばいじん及び有害物質の総称。 

 

バイオディーゼル燃料（→P13、19、48、49） 

植物性油や動物性油をメタノールと反応させメチル

エステル化したものを一般的に〝バイオディーゼル燃

料（ＢＤＦ）〟と呼んでおり、ディーゼルエンジンを有する

車両、船舶、農耕機具、発電器等に使用する。 

石油燃料（化石燃料）の代替燃料として、環境に優し

い燃料の一種。 

 

バイオマスエネルギー（→P13、22、49、61） 

動植物、微生物などを活用して得られる生物由来の

エネルギー（化石燃料は除く）。 

例として家畜排泄物、下水汚泥などからのメタンガス

生成や木質の燃料利用など。 

 

バイオマス飼料化（→P13） 

三和酒類株式会社では、麦焼酎の製造過程で発生

する焼酎粕の一部をメタン発酵し、発生するバイオガス

により得られる蒸気を利用して焼酎粕を濃縮・乾燥し、

飼料原料として再利用している。 

 

 

廃棄物減量等推進委員（→P47） 

社会的信望があり、かつ、一般廃棄物の適正な処理

に熱意と識見を有する市民のうちから委嘱される委員

制度。 

 

ＢＯＤ値（→P11、35） 

生物化学的酸素要求量、水中の有機物が微生物の

働きによって分解されるときに消費される酸素の量のこ

とで、河川の有機汚濁を測る代表的な指標。環境基準

では、河川の利用目的に応じて類型別に定められてい

る。 

 

ＢＤＦ（→P13、44） 

バイオディーゼル燃料の略。「バイオディーゼル燃

料」参照。 

 

ビオトープ（→P33、51） 

生物を意味するＢｉｏと場所を意味するＴｏｐを合成し

たドイツ語。多様な生物の生育・生息する 小の地理

学的単位であり、生物群集の生活空間の一つのユニッ

ト（単位）とする概念と整理することができる。 

生物学では、「特定の生物群集が生存できるような

特定の条件を備えた均質な地域」と定義されている。 

 

干潟（→P9、21、30、31、32、60） 

内湾に流入する河川の河口やその沿岸に河川流や

沿岸流によって砂や泥が堆積して形成された湿地。 

 

フィルムコミッションネットワーク（→P62） 

映画、テレビドラマ、ＣＭなどのあらゆるジャンルのロケ

ーション撮影を誘致し、実際のロケをスムーズに進める

ための非営利公的機関。 

多くが国や州・市など自治体等に組織されている。 

 

ブルーツーリズム（→P56） 

島や沿海部の漁村に滞在し、生活体験や漁業体験

など地域との交流を深めながら、海辺の資源を活用し

たマリンレジャーやエコトレッキングなどを通じて、心と体

をリフレッシュさせる余暇活動。 

 

法律上の定義（→P2） 

ここでは、環境省設置法第３条、環境教育推進法第

２条を指す。 

 

保健休養（→P28） 

森林浴やハイキングなどの森林レクリエーションをす

ることによって、安らぎを得たり、心身の緊張をほぐしたり

する効果。 



 

 

74 

 

ま行 

マスタープラン（→P5） 

基本的な方針として位置付けられる、計画。 

 

緑の募金（→P29） 

（財）大分県森林整備センターにより、県内の森林の

整備や緑化の推進に活用されている募金制度。 

 

メガソーラー（→P44） 

出力 1 がメガワット(1000 キロワット)程度以上の規模

の太陽光発電のこと。 

 

木質系バイオマス資源（→P49） 

化石燃料を除く再生可能な生物由来の有機資源の

うち、間伐材や木材の廃材・端材などのこと。 

木質バイオマスの利用は、石油エネルギーの消費に

よる環境負荷低減のみでなく、森林管理を促進し、森

林の持つさまざまな機能を保全していくことにもつなが

る。 

 

藻場（→P31） 

海藻または海草が密生し、それがある程度の広がり

をもっているところ。水生動物の産卵場、育成場、生息

場として重要な意味を持つ。 

 

や行 

有害鳥獣（→P19、32、33） 

イノシシ・カラス・ニホンザル・シカ・クマ・キツネ等、農

林水産物の食害・悪戯・人間を襲うなどの害をなす動

物のこと。 

 

要請限度（→P12） 

騒音規制法（1968）に基づき、市町村長は、住居の

集合地域や病院・学校の周辺地域であって騒音規制

法に基づく指定地域に指定されている地域において、

自動車騒音が一定の限度（これを「要請限度」という）

を超え道路周辺の生活環境が著しく損なわれると認め

るときには、都道府県公安委員会に対して道路交通法

に基づく交通規制等の措置を講じるよう要請できる。 

 

ら行 

レッドリスト（→P10） 

絶滅のおそれのある野生生物（動植物）のリスト。 
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●宇佐市環境審議会委員名簿 
 

（任期：平成 23 年７月１日～平成 25 年６月 30 日） 

区
分 

氏 名 所属機関 備 考 

学
識
経
験
者 

メイルマノフ セリック 立命館アジア太平洋大学 会長 

平野 文雄 大分県北部保健所  

市
民
の
代
表 

中村 眞司 宇佐市自治会連合会  

瀬口 誠司 宇佐市ＰＴＡ連合協議会  

本浪 純子 宇佐市地域婦人団体連合会  

糸永 則子 ストップ地球温暖化宇佐協議会  

里見 惠美子 (社)宇佐市シルバー人材センター  

下原 松男 宇佐市の森と海の共生を推進する会  

大塚 政雄 宇佐自然と親しむ会 副会長 

事
業
場
の
代
表 

大神 すみ子 宇佐商工会議所  

安部 二美子 宇佐両院商工会  

渡辺 秀俊 大分県農業協同組合宇佐事業部  

松木 公治 大分県農業協同組合安心院事業部 
平成24年６月30

日まで 

井福 豊年 大分県農業協同組合安心院事業部 
平成 24 年７月１

日より 

鳴海 寿仁 大分県漁業協同組合宇佐支店 
平成24年６月30

日まで 

椛田 實義 大分県漁業協同組合宇佐支店 
平成 24 年７月１

日より 

矢野 晃啓 宇佐地区森林組合  

広崎 晴夫 宇佐市立地企業振興協議会  

吉本 正隆 宇佐市工業連合会  

堀之内 正親 大分県建設業協会宇佐支部 
平成23年８月31

日まで 

元吉 克臣 大分県建設業協会宇佐支部 
平成 23 年９月１

日より 
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●策定経過 

 

名 称 開催日 主な審議内容 

第１回環境基本計画策定委員会 平成23年７月20日 ・宇佐市環境基本計画の策定について 

計画策定の趣旨、基本姿勢 

過年度基礎調査の概要と課題の整理 

計画目標の骨子、環境施策の基本的な柱 

第１回宇佐市環境審議会 平成23年８月３日 ・宇佐市環境基本計画の策定について（諮問） 

計画策定の趣旨、基本姿勢 

過年度基礎調査の概要と課題の整理 

計画目標の骨子、環境施策の基本的な柱 

第２回環境基本計画策定委員会 平成23年９月５日 ・施策の体系について 

・個別施策の振り分けと内容のチェック 

第３回環境基本計画策定委員会 平成23年10月28日 ・宇佐市環境基本計画の目標について 

全体像及び５つの分野ごとの目標 

・施策の体系について 

第２回宇佐市環境審議会 平成23年11月17日 ・宇佐市環境基本計画（素案）の審議 

環境基本計画の目標について 

施策の体系について 

第４回環境基本計画策定委員会 平成24年２月22日

３月２日

３月15日

３月16日

・第２部 施策の展開について 

・策定委員より意見集約 

・素案の修正 

・作業部会による協議 

第５回環境基本計画策定委員会 平成24年３月26日 ・第２部 施策の展開について 

第３回宇佐市環境審議会 平成24年３月29日 ・宇佐市環境基本計画（素案）の審議 

第２部 施策の展開について 

第６回環境基本計画策定委員会 平成24年５月１日 ・第３部 計画の推進について 

パブリックコメント 平成24年５月２日

～５月15日

・宇佐市環境基本計画について 

庁議 平成24年５月29日 ・宇佐市環境基本条例について 

・宇佐市環境基本計画について 

宇佐市議会 平成24年６月 ・宇佐市環境基本計画について報告 

宇佐市環境審議会 平成24年７月５日 ・宇佐市環境基本計画（案）の審議 

答申 平成24年７月11日 ・宇佐市環境審議会会長より市長へ答申 
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●宇佐市環境審議会答申 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２４年 ７月１１日

 

 

宇佐市長 是 永 修 治 殿 

 

 

宇佐市環境審議会 

会長 メイルマノフ セリック 

 

 

宇佐市環境基本計画（案）について（答申） 

 

 

 平成２３年８月３日に諮問を受けました「宇佐市環境基本計画」について、本計画が、宇

佐市の良好な環境を保全・創造するとともに、環境資源を活用した地域の活性化を推進する

ための計画であることを踏まえ、当審議会において慎重に審議を行った結果、別冊（案）の

とおりとすることを適当と認め、ここに答申いたします。 

 なお、この計画の推進にあたっては、次の点に特に配慮されるよう要望いたします。 

 

記 

 

１．本計画で掲げた目標の達成に向けては、市民一人ひとりの取り組みが不可欠であること

から、市民に対して計画の周知に努めること。 

 

２．河川・海域等の自然環境は市民共通の資源であり、河川や海域における水質やごみの問

題等に対し、上下流が一体となって保全活動に取り組むこと。 
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●宇佐市環境基本条例 

平成 24 年 6 月 29 日 

宇佐市条例第 21 号 

目次 

 前文 

 第１章 総則（第１条―第６条） 

 第２章 環境の保全及び創造に関する基本的施策 

  第１節 施策の基本方針（第７条） 

  第２節 環境基本計画（第８条） 

  第３節 環境の保全及び創造のための施策等（第９条―第 25 条） 

  第４節 雑則（第 26 条） 

 附則 

 

 私たちの住む宇佐市は、周防灘に沿った海岸線と九重山系に通じる山々に抱かれ、また、文化財

の宝庫といわれるように宇佐神宮や東西本願寺別院、龍岩寺、鏝絵、石橋など数多くの歴史的・文

化的遺産に囲まれた地域にある。 

そこに住む私たちは、穏やかな海、広大な平野、緑濃い森林、清らかな水、澄んだ空気に恵まれ

るなど、美しく自然豊かな環境のなかで日々の営みを続けている。 

 しかし、近年の経済成長などに伴う社会環境の変化により、地球の温暖化、海洋汚染、生態系の

破壊など深刻な環境問題が起きている。また、宇佐市においても、事業活動に伴う騒音や悪臭、森

林開発や海洋資源の乱獲による自然環境の悪化に加え、生活雑排水による水質汚濁、違法なごみ

の焼却や不法投棄に伴う空気や土壌の汚染などの市民生活に起因する環境問題も生じており、ご

みの減量とリサイクル、森や里山と海の再生、生活環境の改善、環境意識の向上など課題が山積し

ている。 

 私たちは、健康で文化的な生活を営むことができる恵み豊かな環境を享受する権利を有するととも

に、その環境を将来の世代に継承していく責務を有することを認識し、このかけがえのない恵み豊か

な環境を維持しつつ、環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な循環型社会の構築を目指し

ていかなければならない。 

 今こそ、私たちの生活がこの自然の恵みに支えられてきたことを再認識し、市、事業者及び市民が

それぞれの立場で、また相互に協力して環境の保全と創造に取り組み、人と自然とが共生することの

できる美しい環境都市の実現を目指すため、この条例を制定する。 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、環境基本法（平成５年法律第 91 号）の精神にのっとり、環境の保全及び創造

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

全及び創造に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全及び創造に関する施

策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来において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。 
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（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、当該各号に定めるところによる。 

(１) 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、環境の保全上の支障の原

因となるおそれのあるものをいう。 

(２) 地球環境保全 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。 

(３) 公害 環境の保全上の支障のうち、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（人の生活に密接な関係のある財産並びに人

の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。）に係る被害が生ずる

ことをいう。 

 （基本理念） 

第３条 環境の保全及び創造は、市民が健康で文化的な生活を営むことのできる健全で恵み豊か

な環境を確保し、及び向上させ、並びにその環境が将来の世代に継承されるよう適切に行われな

ければならない。 

２ 環境の保全及び創造は、多様で豊かな自然環境と歴史文化を有する本市の特性を生かし、人と

自然との共生及び歴史的・文化的資源との調和が確保されるよう適切に行われなければならな

い。 

３ 環境の保全及び創造は、すべての者の公平な役割分担の下、社会経済活動その他の活動によ

る環境への負荷を低減し、環境に配慮した持続可能な社会が構築されるよう行われなければなら

ない。 

４ 地球環境保全は、すべての者がそれぞれの事業活動及び日常生活において、これを自らの課題

として環境に配慮した行動を行うことにより、積極的に推進されなければならない。 

 （市の責務） 

第４条 市は、前条に定める環境の保全及び創造についての基本理念（以下「基本理念」という。）に

のっとり、環境の保全及び創造に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を

有する。 

２ 市は、基本理念にのっとり、自らの事務及び事業の実施に当たっては、率先して環境への負荷の

低減に努めるとともに、事業者及び市民が行う環境の保全及び創造のための活動に対し、支援又

は協力するよう努めなければならない。 
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 （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、これに伴って生ずるばい

煙、汚水、廃棄物等の処理その他の公害を防止し、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、環境の保全及び創造上の支障を防止するため、その事業活動

において、資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用、廃棄物の減量、温室効果ガスの排出

抑制その他の環境への負荷の低減に努めなければならない。 

３ 前２項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、自らも地域の一員であるとの認識の

下に、地域の環境の保全及び創造に貢献するよう努めなければならない。 

４ 前３項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、環境の保全

及び創造に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責

務を有する。 

 （市民の責務） 

第６条 市民は、基本理念にのっとり、環境の保全及び創造上の支障を防止するため、その日常生

活において、資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用、廃棄物の減量、温室効果ガスの排

出抑制その他の環境への負荷の低減に努めなければならない。 

２ 前項に定めるもののほか、市民は、基本理念にのっとり、環境の保全及び創造に自ら努めるととも

に、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。 

 

第２章 環境の保全及び創造に関する基本的施策 

第１節 施策の基本方針 

第７条 市は、環境の保全及び創造に関する施策を策定し、及び実施するに当たっては、基本理念

にのっとり、次に掲げる事項の確保を旨として、各種の施策相互の有機的な連携を図りつつ総合

的かつ計画的に行わなければならない。 

 (１) 人の健康が保護され、及び生活環境が保全され、並びに自然環境が適正に保全されるよう、

大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素が良好な状態に保持されること。 

 (２) 生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保が図られるとと

もに、海、森林、河川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体系的

に保全されること。 

 (３) 人と自然との豊かな触れ合いが保たれること。 

 (４) 環境への負荷の低減が図られるよう、資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用、廃棄

物の減量等が促進されること。 

 (５) 水や緑に親しむことのできる空間の形成、地域の特性を生かした景観の形成、歴史的文化的

環境の保全及び活用等が推進されること。 

 (６) 地球温暖化の防止、オゾン層の保護その他の地球環境保全が推進されること。 

 (７) 環境の保全及び創造を行うに当たって､市、事業者及び市民が協働して取り組むことのできる

仕組みが構築されること。 
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第２節 環境基本計画 

第８条 市長は、環境の保全及び創造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

の保全及び創造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、次に掲げる事項について定めるものとする。 

 (１) 環境の保全及び創造に関する目標及び施策の基本的方向 

 (２) 前号に掲げるもののほか、環境の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

るために必要な事項 

３ 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ、宇佐市環境審議会条例（平成 17 年

宇佐市条例第 157 号）第１条に規定する宇佐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、遅滞なく、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。 

 

第３節 環境の保全及び創造のための施策等 

 （施策の策定等に当たっての配慮） 

第９条 市は、環境に影響を及ぼすおそれのある施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境

の保全及び創造について配慮しなければならない。 

 （協定の締結） 

第 10 条 市長は、環境の保全及び創造を図るため、必要があると認めるときは、本市の区域内に事

業場等を設置しようとする者又は設置している者との間に環境の保全及び創造に関する協定を締

結するものとする。 

 （経済的措置等） 

第 11 条 市は、事業者及び市民が自ら行う環境への負荷の低減を図るための活動又は環境保全

の活動に対し、必要があると認めるときは、助成、支援その他の措置を講ずるよう努めるものとす

る。 

 （環境の保全及び創造に関する施設の整備その他の事業の推進） 

第12条 市は、下水道、廃棄物処理施設等の整備その他の環境の保全及び創造上の支障の防止

に資する事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。 

２ 市は、公園、緑地その他の公共的施設の整備その他の自然環境の適正な整備及び健全な利用

のための事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。 

（自然環境の保全等） 

第 13 条 市は、海、森林、河川等における多様な自然環境の適正な保全及び生物の多様性の確

保に努めるとともに、人と自然との豊かな触れ合いを確保するよう努めるものとする。 

 （資源の循環的利用等の促進） 

第 14 条 市は、環境への負荷の低減を図るため、事業者及び市民による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減量が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。 
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２ 市は、環境への負荷の低減を図るため、市の施設の建設及び維持管理その他の事務事業の実

施に当たっては、資源の循環的利用、エネルギーの有効利用及び廃棄物の減量等に努めるもの

とする。 

 （快適な環境の創造） 

第 15 条 市は、良好な景観の確保及び形成、歴史的文化的環境の保全及び活用等を図ることに

より、地域の特性を生かした快適で潤いのある調和のとれた環境の創造に努めるものとする。 

 （地球環境保全の推進） 

第 16 条 市は、事業者及び市民と協働して、地球温暖化の防止、オゾン層の保護、海洋汚染の防

止その他の地球環境保全に関する施策を推進するものとする。 

 （協働による推進） 

第 17 条 市、事業者及び市民は、協働して環境の保全及び創造に関する施策を効率的かつ効果

的に推進するよう努めるものとする。 

 （環境教育等の推進） 

第 18 条 市は、事業者及び市民が環境の保全及び創造についての理解を深めるとともに、これらの

者の環境の保全及び創造に関する活動を行う意欲が増進されるようにするため、環境の保全及

び創造に関する教育の充実、学習の推進その他の必要な措置を講ずるものとする。 

 （自発的な活動の促進） 

第 19 条 市は、事業者、市民又はこれらの者が組織する民間の団体（以下「市民等」という。）が自

発的に行う環境美化活動、自然保護活動、再生資源に係る回収活動その他の環境の保全及び

創造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 20 条 市は、環境の保全及び創造に関する教育及び学習の推進並びに市民等が自発的に行う

環境の保全及び創造に関する活動の促進に資するため、個人及び法人の権利利益の保護に配

慮しつつ環境の状況その他の環境の保全及び創造に関する必要な情報を適切に提供するよう努

めるものとする。 

 （調査研究及び情報の収集） 

第 21 条 市は、環境の保全及び創造に関する施策の策定及び実施に必要な調査研究並びに情報

の収集に努めるものとする。 

 （監視等の体制の整備） 

第 22 条 市は、環境の状況を把握し、環境の保全及び創造に関する施策を適正に実施するために

必要な監視、測定及び検査等の体制の整備に努めるものとする。 

 （国、県及び他の地方公共団体との協力） 

第 23 条 市は、広域的な取組が必要とされる環境の保全及び創造に関する施策については、国、

県及び他の地方公共団体と協力し、その推進に努めるものとする。 

（財政上の措置） 

第 24 条 市は、環境の保全及び創造に関する施策を推進するために必要な財政上の措置を講ず

るよう努めるものとする。 
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 （年次報告） 

第 25 条 市長は、毎年度、環境の状況並びに環境の保全及び創造に関する施策の実施状況に関

する報告書を作成し、これを公表しなければならない。 

 

第４節 雑則 

 （委任） 

第 26 条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


