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
担当課…環境整備課
豊かな自然環境の保全
事業費…7,314 千円（国・県 96 千円 その他 7 千円 一般財源 7,211 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使用者
に求めるほか、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）や各種公害については、関係機関との連携による迅速な処理に
努めます。

◇事業内容
・環境美化推進事業 429 千円
・河川環境保全啓発事業 3,067 千円
・環境調査監視業務 569 千円
・菊池川流域同盟負担金 1,120 千円
・公害対策防止事業費 2,129 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…300 千円（一般財源 300 千円）

担当課…環境整備課

今年で玉名地球温暖対策地域協議会「エコの環た
まな」が設立されて７年目を迎えます。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。
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。
◇事業内容
・エコの環たまな補助金 300 千円
平成 25 年度エコの環たまな総会
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３．新エネルギーの導入
太陽光発電設置補助事業
事業費…30,000 千円（一般財源 30,000 千円）

担当課…環境整備課

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 2 万円（5ｋＷ上限）を助成し、新エ
ネルギーの利用を促進します。
◇事業内容
・住宅用太陽光発電システム設置費補助金
30,000 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
担当課…水道課
水道事業会計
事業費…1,264,918 千円（消火栓設置負担金 1,000 千円 一般財源 1,263,918 千円）
市民の皆さんに安心安全な水を供給するため、水道料金を主な財源として、既存の水道施設の維
持管理を行い、また水道未普及地域への水道施設の新設や老朽化した水道施設の更新などを行いま
す。
◇事業内容
・溝上水源地送水管布設工事 124,500 千円
・雲雀丘地区配水管布設替工事他 31,250 千円
・滑石地区配水管布設工事他 44,250 千円 など

簡易水道事業会計
担当課…水道課
事業費…186,860 千円
（国・県 46,666 千円 市債 1３３,０00 千円 一般財源 7,194 千円）
平成 23 年度から平成 27 年度までの 5 年間で老朽化し
た天水町東地区の配水管布設工事を行います。
◇事業内容
・天水町東地区配水管布設工事 など
186,860 千円

天水町東地区配水管布設工事

15

Ⅱ．人と自然にやさしい環境のまちづくり
公共下水道事業会計
担当課…下水道課
事業費…2,652,364 千円
（国・県 234,90２千円 市債 358,100 千円 一般財源 2,059,362 千円）
合併による区域の変更に伴う計画の見直しを行うことで効率
的な下水道整備促進を図ります。
◇事業内容
・下水道整備促進事業 218,900 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 26 年度は、玉名・下前原・庄山地
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。
(Ｈ26 整備予定面積：8.91ha、管渠延長：2,920m)
・市浄化センター長寿命化（改築更新）事業 331,230 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 330,092 千円
管渠や処理場の維持管理や修繕等を行います。
・管路長寿命化事業 23,000 千円
老朽化した管渠やマンホール等の施設の更新をしていきま
大野下汚水中継ポンプ場
す。

農業集落排水事業会計
担当課…下水道課
事業費…1,127,748 千円
（国・県 139,641 千円 市債 178,200 千円 一般財源 809,907 千円）
農業集落排水事業は、採択を受けた区域内の農業集落排水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 26 年度は、横島町 5 地区（横島、栗の尾、京泊、九番、大開）、天水町 3 地区（尾田、竹野、尾田
川左岸）の処理施設改築更新・維持管理及び農業集落への普及促進を行います。

農業集落排水 簡略図
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浄化槽整備事業特別会計
担当課…下水道課
事業費…37,099 千円
（国・県 7,497 千円 市債 10,500 千円 その他 7,953 千円 一般財源 11,149 千円）
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本市が合併浄化
槽の設置及び維持管理を行うものです。
平成 26 年度は合併浄化槽 20 基の設置を計画しています。

担当課…下水道課
浄化槽設置整備事業
事業費…110,329 千円（国・県 55,274 千円

一般財源 55,055 千円）

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 年以内に下水道事業が実施される区域は除く）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、平成 26 年度は 180 基の補助を計画しています。
また、浄化槽設置に伴う附帯工事補助金として、汲み取り式トイレや単独浄化槽から合併処理浄化槽
へ変更される方々への補助制度を実施しています。(H26 補助金 16,200 千円)

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…95８,0３６千円
（国・県 1,３６５千円 市債 14,300 千円

玉名市防災訓練

熊本県消防操法大会

担当課…総務課
その他 １２千円 一般財源 942,359 千円）
複雑多様化する災害に対応するため、常備消防
の充実・強化を図るともに、地域防災組織の要であ
る市消防団の充実強化を進めます。
また、関係機関との連携・防災体制の強化を図る
ため、防災訓練を実施するとともに自主防災組織の
結成促進を図り災害に強いまちづくりを目指します。
平成２６年度は、国道 501 号沿いに海抜表示の看
板設置、その他津波ハザードマップを作成し、全世
帯へ配布するなど市民の安心安全の充実を図りま
す。
◇事業内容
・有明広域行政事務組合消防費負担金
746,029 千円
・消防団等の経費 98,488 千円
・消防施設、装備品の整備 60,569 千円
・防災無線等の経費 36,270 千円
・防災訓練及び備蓄等の経費 7,478 千円
・国民保護事業の経費 309 千円
・自主防災組織育成補助金 4,000 千円
・津波ハザードマップ作成業務 4,893 千円
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防犯対策の強化
事業費…17,832 千円（一般財源 17,832 千円）

担当課…生活安全課

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。
◇事業内容
・防犯灯設置補助事業 11,239 千円
・犯罪のないまちづくり推進事業 6,593 千円

省エネ・長寿命のＬＥＤ防犯灯

交通安全対策の強化
担当課…生活安全課
事業費…23,521 千円（一般財源 23,521 千円）
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等の交通安全施設の整備を図
り、円滑な交通環境を整えます。また、交通指導員を中心とした安全活動を強化するとともに、交通安全
の集いやキャンペーンなどの啓発活動を通じて、交通事故の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。
◇事業内容
・交通指導員 4,465 千円
・交通安全施設工事・修繕 12,000 千円
・交通災害共済事業 2,782 千円 など

安全安心なまちづくり
担当課…土木課
河川事業
事業費…69,372 千円（国・県 7,034 千円 市債 7,600 千円 一般財源 54,738 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や、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。
また、悪用水路事業として、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、ハエ等の発生を軽減
し、衛生的な周辺環境を築き、大雨や洪水時の冠水被害を最小限に留めます。
◇事業内容
・悪用水路整備事業 45,000 千円
・樋門等管理操作事業 11,672 千円 など
◇悪用水路事業例

着工前
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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…3,415 千円（その他 1,815 千円、一般財源 1,600 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。
◇事業内容
・ごみ減量化啓発チラシ等の作成 1,815 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
（岱明支所）

担当課…環境整備課
ごみ処理システムの確立
事業費…781,163 千円（一般廃棄物処理手数料等 60,901 千円、一般財源 720,262 千円）
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。
また、パトロールの強化などを図り、不法投棄の
減少に努めます。
◇事業内容
・有明広域行政事務組合清掃関係負担金
579,965 千円
・ゴミ袋の作成と販売に関する経費 43,967 千円
・一般廃棄物適正処理事業 157,231 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…169,379 千円（一般財源 169,379 千円）

担当課…環境整備課
『水の守』

「水の守」において、し尿及び浄化槽汚泥の前処
理を行い、下水道へ希釈投入する方式で、市浄化セ
ンターと連携した処理を行います。
また、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。
◇事業内容
・し尿処理施設等管理運営事業 169,379 千円

『水の守』
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