Ⅱ．人と自然にやさしい環境のまちづくり
１．自然環境の保全
豊かな自然環境の保全
担当課・・・環境整備課
事業費・・・４，０５６千円
本市の豊富で良質な地下水を保全するため、県と連携して地下水の採取量の報告書の提出を求めるほか、水
質検査を実施し地下水の汚染防止と保全対策を推進します。
菊池川流域同盟の活動においては、河川水質調査、事業所排水調査、廃油石鹸の利用促進、水環境功労者表
彰、水援隊研修のほか、「菊池川の日」啓発事業を実施し、環境団体と連携して河川浄化の意識の啓発を行ってい
ます。
また、河川等での水質事故（油流出）については、関係機関との連携による迅速な処理に努めます。

【主な経費】
環境保全及び公害対策関係経費 1,301 千円
地下水・河川水・土壌調査等 455 千円
菊池川流域同盟負担金 1,120 千円
水援隊報償費 600 千円
菊池川と裏川を美しくする会報償費 50 千円
繁根木川を美しくする会報償費 50 千円
廃油石鹸製作経費 440 千円
菊池川流域清流保全協議会負担金 40 千円

菊池川流域同盟の菊池川の日啓発事業

２．環境保全への意識啓発
エコの環たまな補助金
事業費・・・５００千円

担当課・・・環境整備課

市民や団体、企業と連携し、玉名地域に
おける環境問題への意識啓発及び広報
活動を行うことで、地域の実情に即した地
球温暖化対策の推進を図ることを目的とし
ています。今年で玉名地球温暖化対策地
域協議会「エコの環たまな」が設立されて
３年目を迎えます。
学校等への環境教育指導者の派遣、緑
のカー テ ン 事業、 生ご みの 堆肥 化 の推
進、菜の花・ひまわりの推進など各種温暖
化対策事業を展開していきます。
【主な経費】
エコの環たまな補助金
５００千円

エコの環たまなの環境教育指導者派遣事業
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Ⅱ．人と自然にやさしい環境のまちづくり
３．新エネルギーの導入
太陽光発電設置補助事業
事業費・・・２０，０００千円

担当課・・・環境整備課
新エネルギーの利用を促進し、地球規模の環境問題
である地球温暖化対策に貢献するとともに持続可能な
都市づくりを推進するために自ら居住する住宅に太陽光
発電システムを導入する市民の皆様に対し、設置費用
の一部として１ｋＷ当たり５万円（４キロワット上限）を助
成します。
【主な経費】
住宅用太陽光発電システム設置費補助金
２０，０００千円

市内における太陽光発電システムの設置例

４．上水道・下水道の整備促進
簡易水道事業会計
事業費・・・３９，９４８千円

担当課・・・水道課

住民のみなさんに清潔で安全な水を供給するため、施設の維持管理や修繕等、また、末端の蛇口
から行う水質検査（毎月 1 回）、水源地の原水の水質検査（年 3 回）を行い、水道水の安全性を確認し
ています。

歳入 39,948（千円）

歳出 39,948（千円）

その他収入,
375
元利償還金,
8,909
事務費及
び営繕費,
17,955

一般会計から
の繰入金,
21,351

給与費, 13,084
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Ⅱ．人と自然にやさしい環境のまちづくり
水道事業会計
事業費・・・１，472，267 千円

担当課・・・水道課

水道事業は、未普及地域の解消、給水区域内の老朽化した配水管の敷設替え、地域開発に伴う配水
管の新設を行います。
【主な事業】
・八嘉東地区簡易水道施設整備事業（平成 19 年度〜22 年度）（H22 事業費 101,169 千円）・・・安全な水
質の確保及び安定した飲料水の供給を行うため工事に着手し、今年度完了予定です。
・配水管布設替事業（H22 事業費 81,000 千円）・・・国道２０８号玉名バイパス築造工事に併せて配水管
の布設替えを行います。
・箱谷・三ッ川地区簡易水道施設整備事業（平成 21 年度〜24 年度）（H22 事業費 264,955 千円）・・・安
全な水質の確保及び安定した飲料水の供給を行うため、本年度より、工事に着手いたします。

箱谷・三ッ川地区簡易水道施設整備事業区域図
浄化槽整備事業特別会計
事業費・・・４２，１８３千円

担当課・・・下水道課

浄化槽整備事業は、旧天水町の農業集
落排水事業区域外で、設置者の申請によ
り玉名市が合併浄化槽の設置及び維持
管理を行うものです。平成 22 年度は合併
浄化槽 20 基の設置を計画しています。

合併浄化槽の仕組み
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Ⅱ．人と自然にやさしい環境のまちづくり
浄化槽設置整備事業
事業費・・・９９，０８８千円

担当課・・・下水道課

浄化槽設置整備事業は、旧玉名市、旧岱明町の公共下水道事業区域以外、旧横島町の農業集落排
水事業区域以外（ただし、7 年以上下水道事業が実施できない区域は除く）で申請があった合併浄化槽設
置について補助を行うものです。平成 22 年度は 175 基の補助を計画しています。

農業集落排水事業特別会計
事業費・・・３７３，２７９千円

担当課・・・下水道課

農業集落排水資源循環統合事業は、採択を受けた区域内の下水道を整備することにより、農村環境改
善を目的として行うものです。平成 22 年度は、低コスト型農業集落排水施設更新支援事業による、九番、
尾田、竹野地区処理施設、管路施設の機能診断及び栗ノ尾、横島、九番、尾田、竹野地区の最適整備構
想策定を行います。

下水道事業会計
担当課・・・下水道課
事業費・・・２，４４５，１２８千円
合併による区域の変更に伴う計画の見直しを行いながら効率的な下水道整備促進を図ります。
【主な事業】
・下水道整備促進事業（事業費 220,000 千円）・・・事業認可を受けた区域内で未整備地区に下水道管を
設置する工事を行います。平成２２年度は、旧玉名市の玉名地区や旧岱明町の高道地区などの整備を
計画しており、生活環境の改善を図っていきます。(Ｈ22 整備予定面積：8.68ha、管渠延長：2,024m)
・玉名市浄化センター改築更新事業（事業費 341,540 千円）・・・老朽化して稼動効率が悪くなった機械･電
気設備等を新しいものに入れ替え、汚水処理がスムーズに行えるように努めます。
・下水道施設維持管理業務（事業費 259,606 千円）・・・管渠や処理場の維持管理や修繕等を行います。
・長寿命化計画策定事業（事業費 10,000 千円）・・・事故の未然防止及びライフサイクルコストの最小化を
図るため、老朽化した管渠やマンホール等の施設を一体的に管理し、計画的でかつ効率的な改築を実
施するための計画を策定します。

玉名汚水枝線管路工事
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Ⅱ．人と自然にやさしい環境のまちづくり
５．安全安心なまちづくり
地域防災組織及び防災体制の強化
事業費・・・1,006,049 千円

担当課・・・総務課
複雑多様化する災害態様に対応するため、
常備消防の充実・強化を図るとともに、地域防
災組織の要である玉名市消防団の充実強化
を進めます。
また、防災行政無線の充実及び自主防災組
織の促進を図り災害に強いまちづくりを目指し
ます。
【主な経費】
有明広域行政事務組合消防事業負担金
848,715 千円
消防団等の経費 127,967 千円
消火栓等消防施設整備 7,352 千円
防災無線の管理等 22,015 千円

訓練に励む消防団員

交通安全対策の強化
事業費・・・24,315 千円

担当課・・・生活安全課

交通安全対策については、危険箇所へのガードレー
ルやカーブミラーの整備を図り、歩行者への安全を確保
するとともに、円滑な交通環境を整えます。また、玉名
市交通指導員を中心とした安全活動を強化し、啓発活
動などと併せて交通事故発生件数を減少させるよう、総
合的な交通安全対策を行います。
【主な経費】
交通指導員 4,251 千円
交通安全施設工事・修繕 13,000 千円
交通災害共済事業 3,593 千円

交通安全運動キャンペーンに臨む交通指導員

防犯対策の強化
事業費・・・19,266 千円

担当課・・・生活安全課
「安心安全都市 玉名」を目指し、行政区等の
団体が維持管理している防犯灯に対する助成を
はじめ、防犯団体への支援を行い地域の防犯
力を高めます。
【主な経費】
防犯等設置・電気料補助金 10,444 千円
防犯協会負担金 5,176 千円
防犯補導員、防犯指導員経費 1,469 千円

子どもたちの安全を見守る防犯パトロール
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Ⅱ．人と自然にやさしい環境のまちづくり
JR 駅（大野下駅・肥後伊倉駅）管理事業
事業費・・・５，２８０千円

担当課

地域振興課

JR 九州の経営改善に伴い、平成 22 年 4
月から大野下駅と肥後伊倉駅は、「簡易委
託駅」として玉名市と地元で管理運営を行い
ます。
地域のコミュニティー形成の場として特色
のある駅運営を行います。

災害時要援護者管理システム
担当課・・・総合福祉課
事業費・・・２０１千円
高齢介護課
大規模な災害時において、自力で安全な場所へ避難することや、情報を入手したり発信したりすることが困
難な人、医療措置や装具などが常に必要な高齢者、障害者等の方々を災害時要援護者として支援する事業
です。
平成 20 年度に発足した事業で、災害時要援護者登録申請をされた登録者の方々の情報を、一人ひとりの
支援プラン（個別計画）としてシステムに入力し、平成 22 年 3 月 4 日現在で、1,547 名の方が登録をされていま
す。
平成 22 年度、随時対象となる方々への周知等を行い、災害発生時において更なる避難体制の充実を図り
ます。

悪用水路事業
担当課・・・土木課
事業費・・・６５，０００千円
悪用水路事業とは、土水路に構造物を設置することにより、雑草や葦等の繁殖や汚泥の堆積を防ぎ、排水
のスムーズな流れを確保する事業です。
これにより、臭気や蚊、蝿等の発生を軽減し、衛生的な周辺環境を築き、また、大雨や洪水時の冠水被害
を最小限に留めます。

着工前

竣工
20

Ⅱ．人と自然にやさしい環境のまちづくり
河川事業
担当課・・・土木課
事業費・・・１４，５５９千円
河川事業では、排水樋管の操作管理の委託及び市の準用河川等の浚渫を行っています。また、河川・
海岸砂防関係事業の促進期成会等とともに河川災害の防止を図るものであります。
事業内容
・尾田川護岸除草
・排水樋管操作管理
・河川浚渫
・負担金（境川、唐人川、菊池川、県河川、その他）

境川（山田）

赤川（田崎）
築地川の浚渫状況（築地）

着工前

竣工

玉名平野地区排水路整備事業
事業費・・・17，０００千円
洪水時期に農地の湛水被害や道路冠水が発生
する玉名平野地区の排水対策事業を行うもので
す。
本年度は河崎地区の排水路の整備を行います。
事業費の負担割合は、国 40％・市 60％です。

担当課・・・農林水産政策課

岩崎導水路改良工事
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Ⅱ．人と自然にやさしい環境のまちづくり
６．ごみ・し尿処理と再資源化の推進
循環型社会システムの構築
事業費・・・３，６５７千円

担当課・・・環境整備課

循環型社会システムの構築を目指して、
3R(ごみの抑制、再利用、再資源化)の普及啓発
と、ボランティア団体などの支援に努めます。
【主な経費】
ごみ減量化啓発チラシ等の作成 2,057 千円
生ごみ処理機等購入費補助金
1,600 千円

住民による資源ごみのコンテナ回収作業
（旧天水中学校跡地）

ごみ処理システムの確立
事業費・・・９５２，６２６千円

担当課・・・環境整備課
ごみの減量と分別ルールの徹底に努め、出さ
れたごみと資源物は、有明広域行政事務組合
立の東部環境センターとクリーンパークファイブ
等へ収集運搬して処理し、リサイクルを推進しま
す。
不法投棄については、パトロールの強化など
を図り減少に努めます。
【主な経費】
有明広域行政事務組合清掃関係負担金
762,920 千円
ごみ処理経費
146,815 千円
不法投棄物監視回収委託料
4,822 千円
ゴミ袋の作成と販売に関する経費
38,069 千円

パッカー車によるごみ収集作業

し尿処理施設の充実
事業費・・・232，29２千円
玉名市し尿処理場及び有明広域行政事務組合立の第 1 衛
生センターにおいて、し尿及び浄化槽汚泥を処理し、処理後
の汚泥は堆肥化を図ります。
玉名市し尿処理場は、老朽化と処理能力が不足しているた
め、平成２２年から２３年度にかけて公共下水道との連携した
前処理施設の施設整備を行います。
【主な経費】
有明広域行政事務組合衛生費負担金 82,266 千円
有明広域行政事務組合衛生施設建設費負担金 19,873 千円
し尿処理費
56,236 千円
し尿前処理施設建設費
73,917 千円

担当課・・・環境整備課

し尿処理場
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