
第１回 佐賀市総合計画審議会 議事録 

 
【開催日時】 

令和元年７月８日（月）１３：３０〜１５：１０ 
 
【開催場所】 

グランデはがくれ １階 ハーモニーホール 
 
【出席委員】（５０音順、敬称略） 

赤川綾、荒木薫、五十嵐勉、池田隆彦、石井智俊、牛島英人、内田真弓、江頭忠則、 
江上康男、小城原直、小野孝二、香月道生、金子信二、古賀伸忠、木場千春、貞富博文、 
白濱弘之、角和博、園田照子、鶴丸雅加、⼾田順⼀郎、富吉賢太郎、中尾順子、 
中野美和子、橋本辰夫、林正博、早瀬沙織、櫃本真美代、ホックパトリック、 
三浦健次郎、宮原里美、宮原真美子、山口美恵、山本佐⻲子、吉田誌子 

（欠席） 
新井康平、荒牧軍治、杉山利則、吉原正博 

 
【事務局】 

秀島市⻑、池田総務部⻑、武藤企画調整部⻑、百崎経済部⻑、川副農林⽔産部⻑、 
干潟建設部⻑、喜多環境部⻑、眞﨑市⺠生活部⻑、⼤城保健福祉部⻑、 
今井子育て支援部⻑、古賀地域振興部⻑、宮崎教育部副部⻑、木島企画調整部副部⻑、 
池田政策審議監、武富企画政策課⻑、星下企画政策副課⻑、本村主査、森永主査、 
豆田主任、塩田主事 

 
【議題】 

１ 開会 
２ 辞令書交付 
３ 市⻑あいさつ 
４ 会⻑・副会⻑の選任 
５ 会⻑・副会⻑あいさつ 
６ 諮問 
７ 総合計画（中間見直し案）の説明 

 ８ 質疑 
９ 閉会 

 



【会議の公開又は非公開の別】 
 公開 
 
【傍聴・報道関係者数】 

８名 
 
【議事内容】 
○司会 

皆さんこんにちは。定刻になりましたので、早速始めて参りたいと思います。本日は⼤
変お忙しい中お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。それではただいまか
ら、第 1 回佐賀市総合計画審議会を開催させていただきます。私は本日司会を担当いたし
ます、佐賀市企画調整部の副部⻑しております、木島と申します。よろしくお願いいたし
ます。まず、お手元の資料の確認をちょっとさせていただきたいと思います。 

本日の資料としまして事前に配布をいたしました資料、まずは本日の会議の次第、それ
から第２次佐賀市総合計画の本冊子、それと資料 1 としまして第２次総合計画中間見直し
説明資料、資料 2 としまして第２次総合計画中間見直し素案、少し厚い A4 の冊子になりま
す。それからＡ4 の 1 枚ものですけども意見質問票。それと参考資料 1 としまして佐賀市総
合計画審議会委員名簿、これを事前配付させていただいております。本日机の上に改めて
二つの資料を追加して配布をしております。⼀つは参考資料 2 としまして、佐賀市総合計
画審議会条例、それと参考資料 3 としまして、成⻑可能性都市ランキングの概要。以上二
つを本日机上に配布をさせていただいております。お手元に資料の不足の方いらっしゃい
ましたら、お知らせをいただければ配布いたします。皆さんおそろいでしょうか。 

それと会議の公開についてご説明をさせていただきます。本審議会は佐賀市審議会等の
会議の公開に関する規程に基づきまして、原則として公開といたします。配布資料も原則
として公開ということで取り扱わせていただきたいと思います。議事概要につきましては、
審議会終了後、事務局にて速やかに作成し、これも公開をさせていただきます。なお、個
別の事情に応じて会議や資料を非公開とする判断については、本審議会の会⻑が会議に諮
って決定をするということで進めさせていただきたいと思います。以上よろしくお願いい
たします。 

それではまず初めに、総合計画審議会委員をお引き受けいただきました皆様に、市⻑か
ら辞令書の交付をさせていただきたいと思います。今からお名前をお呼びいたしますので、
⼤変恐れ入りますが、その場にお立ちいただきますようお願いいたします。なお、読み上
げは五十音順でいたしますことを改めてご了承ください。 
 
  ＜市⻑から辞令書を交付＞ 
 



以上で辞令交付を終わります。なお、本日、第２次佐賀市総合計画について諮問をいた
しますが、委員の皆様の任期はお手元に配付しております、佐賀市総合計画審議会条例第 2
条第 3 項の規定により、当該諮問に係る審議会の答申が終了する日までとなっております。 
また、同条例 4 条第 2 項の規定により、審議会は委員の過半数が出席しなければ会議を開
くことができないとなっております。本日 39 名の委員のうち 35 名の委員の方に出席して
いただいておりますので、審議会が成立していることをここでご報告をさせていただきま
す。それと、本日、委員の方のうち 3 名の方に事前に御欠席の連絡を承っております。新
井康平様、荒牧軍治様、吉原正博様の 3 名です。事前に本日欠席ということでご連絡をい
ただいております。それでは次第に基づいて進めたいと思います次第の 3。委員の皆様に対
しまして、秀島市⻑から⼀言ごあいさつを申し上げます。 
 
○秀島市⻑ 

皆さん、こんにちは。皆様方がそれぞれ⼤変お忙しい中、また地域等でいろんな活躍を
されてお忙しい中、今回私たちの総合計画の審議会委員としてお願いしたところ、快くお
引き受けいただきましてありがとうございます。また、今日はまたこうして、⼤変お忙し
い中お集まりいただきましてありがとうございます。第２次の佐賀市の総合計画、これは
平成の 27 年度に市⺠や市議会等々関係される団体等のいろんなご意見やご助言等をいただ
いて、十年間の計画を作らせていただいたところでございます。ここにおいでの皆さんた
ち中には、5 年前に計画に携わったよと言われる方もおられると思います。そういう意味で
はあれから 5 年経っておりまして、ちょうど中間の見直しの時期でございます。今回もま
たそういう意味でよろしくお願いしたいと思います。 

内容的に変わったところ、あるいは変えなければならないところいろいろあると思いま
す。特に変わったところは外国からの観光客の皆さんの増加やその対応ですね。それから
AI やロボット技術等がどんどん進んで参りましたが、そういったものへの対応というのが
出てまいると思います。また、変わらない部分あるいは変えてはならない部分等もあると
思います。人口減少それから少子化、高齢化、それから頻発する自然災害等への対応、そ
ういったものが、変わらぬ、あるいは変えてはならない事項として出てくると思います。
またそれに合わせまして地域コミュニティ、以前から力を入れてやっていますが、そうい
ったものも継続してやらせていただきたいと考えております。 

佐賀市の将来像は、豊かな自然とこどもの笑顔が輝くまちさが、でございます。喫緊の
課題等があるのはもちろんでございますが、佐賀市の強みまたは個性、そういったものを
継続して伸ばしていく、そういうのも必要ではなかろうかと思っています。 

これからいろいろ内容等について、ご審議いただいて、そして皆さんの思いというもの
を反映させていければと思っておりますので、忌憚のないご意見等を寄せていただきたい
と思っております。いずれにしましても、限られた期間の中で、いろんな皆さんたちのご
意見等を踏まえて、それを盛り込んで生かしていけるような、そういう計画になればと思



っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。ご苦労さまでございます。 
 
○司会 

それでは、次第の 4、会⻑、副会⻑の選任に移りたいと思います。佐賀市総合計画審議会
条例第 3 条第 1 項により審議会に会⻑、副会⻑を置く。また、第 2 項により会⻑、副会⻑
は委員のうちから互選するとなっておりますので、まずは会⻑どなたかご推薦いただけれ
ばと思います。どなたかご推薦いただけますでしょうか。 
 
○橋本委員 

５年前も会⻑をされていた五十嵐委員を推薦します。 
 
○司会 

橋本委員、ありがとうございます。今、五十嵐委員を会⻑にというご推薦をいただきま
したが、皆様いかがでしょうか。 
 
  ＜各委員から拍手＞ 
 

ありがとうございます。それでは五十嵐委員よろしいでしょうか。それでは五十嵐委員
を会⻑にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。続きまして、副会⻑を 1
名、どなたかご推薦いただければと思いますが、会⻑、いかがでしょうか。 

 
○五十嵐委員 

５年前も副会⻑の香月委員、いかがでしょうか。 
 
○司会 

今、ご推薦いただきましたが、香月委員の副会⻑推薦について皆様いかがでしょうか。 
 
  ＜各委員から拍手＞ 
 

ありがとうございます。それでは香月委員よろしいでしょうか。それでは香月委員に副
会⻑をお願いしたいと思います。以後よろしくお願いをいたします。それでは五十嵐会⻑
と香月副会⻑におかれましては、それぞれ会⻑席、副会⻑席への移動をお願いいたします。 
それでは、会⻑、副会⻑にご挨拶を頂戴したいと思います。まず五十嵐会⻑からお願いい
たします。 
 
○五十嵐会⻑ 



会⻑職を仰せつかりました佐賀⼤学の五十嵐でございます。5 年前の計画策定時には、 
テーマごとにチームでいろいろ議論しながら、最終的にまとめていたということを記憶し
ております。今回は 5 年目の見直しということでございますので、そういうチーム別の会
議というのは予定せずに進めたいと思いますけれども、非常に限られた時間の中で取りま
とめを行うことになります。責任の重さを痛感しておりますが、ここにお見えの委員の皆
様方のご協力によりまして、何とかうまく取りまとめができるように努力をしたいと思い
ます。どうぞよろしくお願いいたします。 
 
○香月副会⻑ 

佐賀商工会議所の香月でございます。先ほど市⻑から時代が変わっているというお話が
あった中で、5 年前と同じ私でよいのかという思いもありますけれども、ただ今日メンバー
で見てみると、女性の方が感覚的ですが多くなったようですし、若い方も多いようですの
で、佐賀の将来のことについて皆さんの率直な意見をいただいて、よりよい計画にしたい
と思います。どうぞよろしくお願いします。 
 
○司会 

五十嵐会⻑、香月副会⻑ありがとうございました。それでは次第の 6 に入って参ります。
佐賀市総合計画案についての諮問に移りたいと思います。 
 
○秀島市⻑ 

第二次佐賀市総合計画について諮問。第二次佐賀市総合計画中間見直し見直し案につい
て、審議会の意見を求めます。よろしくお願いします。 
 
○司会 

それでは、ここからの会議の進行を五十嵐会⻑の方へお渡ししたいと思いますよろしく
お願いいたします。なお、秀島市⻑につきましては、他の公務のため、ここで退席をさせ
ていただきます。会⻑よろしくお願いいたします。 

 
○五十嵐会⻑ 

ただいま市⻑の方から第２次佐賀総合計画の中間見直し案につきまして諮問がなされま
した。これより審議会で審議をしていくことになりますので、まずは内容について説明を
受けたいと思います。事務局から説明をお願いいたします。 
 
○事務局（企画政策課） 

企画政策課の武富と申します。私の方からご説明をさせていただきたいと思いますので、
よろしくお願いいたします。それではお手元の資料、⻘い第２次総合計画中間見直し説明



資料というふうにしている資料があるかと思います。第 1 回総合計画審議会の資料 1、第 2
総合計画中間見直しというふうに書いた資料でございます。これを基本に説明させていた
だきながら、途中で資料 2 の見直し素案をご覧いただきながらご説明をしたいと思います。 
 
◆資料１「説明資料」１ページ 

総合計画とはということを書かせていただいております。それぞれページ番号は右下の
方に 1 ページからうたっておりますので、そのページを参照しながらご説明したいと思い
ます。まず総合計画は今後 10 年間の佐賀市が目指す姿と各分野の政策展開を示しましたま
ちづくりの指針ということで、市の行政運営におけます、最上位計画と位置付けているも
のでございます。その構成といたしましては、市の目指す将来像、先ほど市⻑の挨拶もあ
りました、豊かな自然とこどもの笑顔が輝くまちさが、これを将来像としまして、政策の
⼤綱、基本構想と、その構想実現のための具体的な施策や基本事業、こういったものを体
系化しました基本計画というもので構成しております。 
 
◆資料１「説明資料」２ページ 

こちらの方が、計画の期間でございますが、計画期間につきましては、2015 年度、平成
27 年から 2024 年度、令和 6 年度までの 10 年間ということにしております。ただ、社会情
勢等の変化が予想されるために、基本計画は中間年次、今年度になりますけれども、2019
年度に必要な見直しを行うというふうにさせていただいております。 
 
◆資料１「説明資料」３ページ 

今ご説明しました計画の全体構成と見直し部分ということで書かせていただいておりま
す。本冊子も配りしておりますが、この冊子の目次の次のページも同様のものがございま
すので、見やすい方でご覧いただければと思います。こちらに書いておりますとおり、社
会潮流の変化ということで、国を取り巻く情勢、それから、佐賀市の特性、こういったも
のを見ながら、基本構想として佐賀市を今後どうしていくかという基本理念、それから将
来像、その将来像を成し遂げるための基本政策ということで構成しております。これが基
本構想部分となります。この基本構想を成り立たせるための事業というのが右側になりま
す、基本計画という部分で、それが分野別に７つの分野で構成をしております。今回見直
しを行う部分につきましては、この赤い点線のこの基本計画部分を見直すということにさ
せていただいております。 
 
◆資料１「説明資料」４ページ 

皆様方に委員にご就任いただきましたこの総合計画審議会ですが、これを本市の総合計
画の策定に関する事項について先ほど行いました市⻑の諮問に応じて、調査審議をしてい
ただく場ということになります。産業、福祉、教育、環境など、各分野におきまして今後



必要となる取組の方向性などについてご議論やご意見をいただきたいというふうに思って
おります。その下に図で書かせていただいていますが、見直し案の内容等につきまして、
審議会の皆様方からご意見をいただいて、最終的にはそれを答申という形でいただくこと
となっております。それを受けた最終案を、今年度 12 月に予定しておりますけれども、市
議会の方へ提出いたしまして、そこで決定するという流れで予定しております。 

 
◆資料１「説明資料」５ページ 

今後のスケジュールとしてそこに書かせていただいております。⼀番上の第 1 回目が本
日行わせていただいており、事務局からの説明の後、ご質疑やご意見をいただくことにな
ります。2 回目につきましては、7 月 23 日火曜日 10 時から場所が変わりまして白山のエス
プラッツホールの 3 階の方で行うように予定をしております。内容といたしましては、本
日いただきました質疑や意見に対しまして事務局からの回答をさせていただいたくととも
に、新たな審議を行っていただきたいと思っております。3 回目につきましては、8 月 5 日
月曜日 13 時 30 分からエスプラッツ 3 階ホールの方で議論をお願いしたいと思っておりま
す。そのあと 9 月下旬には第 4 回目ということで審議のまとめをお願いし、10 月上旬には
会⻑、副会⻑から市に答申をいただくということで考えております。答申までいただいた
案を 12 月の市議会に議案として提出させていただきまして、来年度 4 月から後期計画のス
タートというスケジュールで予定しております。合わせまして、市⺠皆様の意見を聞くた
めにパブリックコメントというものを 7 月 3 日から 8 月 2 日まで行っておりますので、こ
ういった内容につきましても、3 回目の審議会にはご報告をさせていただきながら、議論を
深めていただければと思っているところでございます。 
 
◆資料１「説明資料」６ページ 

見直しの基本的な考え方としております。まず計画策定の背景ですが、社会潮流等を整
理するとともに、人口や産業といったものが今後どう推移するかというフレームの更新を
行うということで考えております。先ほどの基本構想、将来像などは原則見直しを行わな
いということで現在考えております。基本計画部分は当初が策定過程を尊重しまして⼤幅
な体系の見直しを行いませんが、今の状況の変化やそれに対応する範囲での成果指標や取
組方針などの見直しを行うとさせていただいております。 

 
◆資料１「説明資料」７ページ 

計画策定の背景ということで、人口の推移というものを載せさせていただいております。
今後の人口の推移につきましては、今の計画がグラフで言いますと⻘⾊でございますが、
この⻘⾊の計画よりも減少幅は緩やかになるもの、人口減少、少子高齢化は依然として続
いていくというふうに見込んでおります。2015 年時点をご覧いただきますと、⻘⾊の折れ
線グラフで 23 万 1800 人という数字ですが、これが前回の国勢調査の結果で見たところ、



23 万 6372 人ということで、確定段階で推計値より 4500 人程度上になっております。これ
をベースに今見直した数字がオレンジ⾊で表している折れ線でございます。これを年齢階
層別の人口割合の推移で見ていただきますと、少子高齢化の波が進んでいきますけれども、
高齢化率の伸びというものは緩やかになっている状況になっております。 

 
◆資料１「説明資料」８ページ 

産業フレームでございます。就業人口の推移を表したグラフですが、これにつきまして
は、女性や高齢者の就業が進んでいるものの、今後、人口減少や少子高齢化、こういった
ものの影響で、ほぼ横ばいで推移するものと見込んでおります。先日来の報道で、国の税
収これも 60 兆円を超え、過去最高を記録したということもありましたけれども、 
近年、税収の増加や就業も好調ということにはなっておりますが、生産年齢人口の減、そ
れからＩＴやＡＩ技術の革新があり、就業人口の増加はあまり望めないということで横ば
いということで推計しているところでございます。 
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⼤きく７つ社会潮流の変化というものを書かせていただいております。お手元の資料行
を行ったり来たりになりますが、資料 2 というちょっと厚い冊子をお配りしております。
この資料 2 の 1 ページをお開きください。資料 2 の 1 ページ、それから今ご説明しており
ます資料 1 の 9 ページ、これをあわせてご覧いただければと思っております。人口構造の
変化に伴い顕在化する問題ということで、いろいろ書かせていただいておりますけれども、
これはご承知のとおり、少子化が進んでいるということ、それから合計特殊出生率の伸び
もなかなか見込めないこと、また、健康寿命世界⼀という⻑寿社会を迎えていることのよ
うな状況と、⼀番下の同時にと言う段落でございますが、東京圏への人口⼀極集中も問題
になっていることなどが社会潮流ということで書かせていただいております。その次のグ
ローバル化の進展と社会経済情勢の変動による影響については、最初の 2 行に書いてあり
ますように交通や情報通信基盤等の充実に伴いまして、人、モノ、カネ、情報の流れとい
うのは、地域や国の枠を超え、世界規模の拡⼤をしていること、そういった中で、⼀番下
の 3 行になりますが、国や企業、個人が経済利益を追求するだけではなく、環境や社会の
問題に関心責任を持つ持続可能な社会づくりに貢献していくことが求められているという
ことを記載しております。 

次の資料 2 の 2 ページになりますが、第 4 次産業革命の進展と就業構造の転換という部
分がございます。これは今回新しく社会潮流の変化として加えさせていただいたところに
なります。1、2 行目に書いておりますが、第 4 次産業革命と言われる産業経済活動の⼤き
な転換期を迎えてきており、それから中段あたりになりますが、⼀方このような技術革新
に伴い、労働の⼀部が機械に代替されることによる失業問題を引き起こす可能性も指摘さ
れているというようなことを書いてあります。その下には、労働力人口の不足が避けられ



ない日本においても生産性の向上、こういったものが期待されているということを記載し
ております。次に４つ目になりますけれども、気候変動の深刻化と環境・エネルギーに対
する関心の高まりということで、地球温暖化の進行や生物多様性の喪失、資源やエネルギ
ーへの⼤量消費など、環境問題の多くは国境を超えて深刻さを増しているというようなこ
とを、それから下の 3 行あたりに書いておりますけれども、かけがえのない恵み豊かな地
球環境を将来世代に引き継いでいくことができる持続可能な社会を形成していくことが求
められているというようなことを記載しております。次の安全・安心への意識の高まりと
いう部分ですが、東日本⼤震災の後も⼤きな地震や豪雨、台風などで、土砂災害、浸⽔な
どの⼤規模な災害が発生しており、できる限り被害を小さくする減災の意識が高まってい
ること、悪質な運転による交通事故等の国⺠生活に潜む不安も複雑かつ多様化していると
いうようなこと、それから、地域や家庭における教育力の低下や社会全体でのモラルの低
下、深刻ないじめや児童虐待の増加、犯罪の低年齢化などの問題があるというようなこと
を記載させていただいております。 

資料 2 の 3 ページをご覧いただければと思います。3 ページの方にライフスタイルや価値
観の変化と求められる共生としております。これは今回新しく社会潮流の変化で追加した
ものになります。こちらの方には人々が尊重する価値観の多様化、それから、経済的、物
質的な豊かさだけではなくて、自然環境、文化芸術、社会や環境に配慮した消費行動、こ
ういったものの心の豊かさを重視する考えが広がってきていること、このような価値観の
変化でライフスタイルも変化をしてきており、それに対する行政や社会に対するニーズも
多様化、複雑化をしているということ、価値観の多様化に合わせて地域コミュニティの希
薄化とともに、今後見込まれます移住者、定住外国人の増加で地域社会の多様性を受け入
れる風土の醸成が求められているということを記載しております。次に厳しさを増す行政
経営と自治体のあり方の議論の高まり、これも新しく加えさせていただいております。人
口減少や少子高齢化といったもので、年金、医療、介護等の社会保障費が⼤幅な増加傾向
にございます。⼀方で高度成⻑期を中心に整備してきました公共施設の老朽化というもの
も進んでおりまして、その補修や維持管理などの公的負担の増加が避けられないという状
況になっております。また行政ニーズも多様化してきており、地方公共団体が担うべき役
割というのは以前に増して高度化、複雑化しているというようなことを記載しているとこ
ろです。こういった七つの項目で、現状の社会潮流をまとめさせていただいているもので
ございます。 
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これを踏まえた上で、基本計画の見直しをどういった視点で行っているのかという部分
を 6 項目記載しております。この見直しの視点といたしましては、１つ目が、先ほどご説
明いたしました社会潮流の変化に対応する見直し。２つ目が、平成 29 年に発表されました
野村総合研究所の成⻑可能性都市ランキング、これを参考にするとしております。 



ここで野村総合研究所の調査につきましては本日机上配付をさせていただきました。参
考資料 3 をご覧いただければと思います。本日、机上配布をいたしました参考資料 3 でご
ざいます。成⻑可能性都市ランキング概要というふうにしております。県庁所在地や政令
指定都市などを含めまして、全国 100 都市の中でのランキングということになっておりま
す。こちらの中で、都市の暮らしやすさという部分で佐賀市が 1 位、それから子育てしな
がら働ける環境があるという項目で 3 位ということになっております。総合的なランキン
グでは、東京、福岡、京都という並びになりまして、ポテンシャルだけで見ると、福岡、
鹿児島、つくばという並びになっております。この中の産業創発力の 6 つの視点というこ
とで、それぞれ項目を作られておりますが、その中の都市の暮らしやすさという部門で佐
賀市が 1 位という評価をいただいております。同様にライフスタイル別ランキングという
ところで、4 項目ある中の子育てがしながら働ける環境があるという部門で佐賀市が 3 位と
いう評価をいただいたところでございます。その下にそれぞれの項目でどういった順位か
というものを参考までに載せております。例えば、⼤分類 6 項目、中分類 13 項目、小分類
28 項目とありますが、多様性を受け入れる風土というところでは佐賀市は 54 位。外部人材
の受入では 42 位。移住・外部人材の受入実績では 100 都市中 45 位というような評価でご
ざいます。これは 131 項目の指標がありまして、それぞれを点数化しての順位ということ
になっております。これが裏面の上段にあります、人材の充実・多様性、都市の暮らしや
すさ、都市の魅力のところまでが野村総合研究所が発表された結果でありまして、131 の指
標すべて、佐賀市がどういったところが強みでどういったところが弱みかっというのを分
析させていただきましたので、こういった内容を今回見直しの視点ということで入れさせ
ているところでございます。今ご覧いただいております参考資料 3 の裏面の下段に、持続
可能な開発目標 SDGs を載せております。これは近年、世界標準の指標としてよく使われ
ている内容でございまして、2015 年 9 月の国連サミットで採択をされたものでございます。
これは 17 の国際目標と、その下に 169 のターゲットや 232 の指標というものが定められて
おります。ご覧なられたようなマークかもしれませんが、例えば⼀番の貧困をなくそう、2
番の飢餓をゼロに、をはじめ 17 項目の国際目標が掲げられておりますので、こういった目
標も視点に置きながら、今回の総合計画の見直しに当たっているところでございます。 

資料 1 の 10 ページをまた引き続きご覧いただきたいと思います。上 3 項目ご説明いたし
ました。次に 4 つ目、自治体戦略 2040 構想研究会というふうにしておりますが、これらが
総務省の方が今後の自治体のあり方としているものがございますので、こういった内容も
加味させていただいております。次の市⺠意向調査結果、これは毎年 5,000 名の市⺠の方を
対象にアンケート調査をさせていただいております。今の佐賀市の現状や今後の希望、こ
ういったものを毎年調査させていただいております。それから行政評価として私ども自ら
がＰＤＣＡとして今の事業の見直し等を行っております。こういった項目を見直しの視点
として、素案の検討をさせていただいたところでございます。 
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今申し上げました、それぞれの見直しの視点をどのように取り入れたかっていう部分を

若干抜粋して書かせていただいております。 
⼀番上の薄い茶⾊っぽいところですが、自治体戦略 2040 でスマート自治体への転換という
ことが求められております。それに対応する部分が⻘⾊のところが総合計画の見直し部分
でございますが、7-1 という施策に効果的・効率的な行政経営の推進という項目がございま
す。これを現行記載でＩＣＴの活用によるという記載だったものを、今回見直し案では AI
やロボティクス等の先進技術の活用ということで、より明確に対応するというような記載
にしております。次の成⻑可能性都市ランキングの部分ですけれども、⼤項目で人材や産
業を育成し産業を興す、中項目で産業育成、小項目で起業支援となっております。この項
目に対して、佐賀市では創業の実績が 100 都市中 53 位、自治体の積極性が 56 位。風土が
59 位という結果になっております。このことを受けまして、総合計画では 1-2 活力ある商
工業の振興の中で、今までは起業促進、起業支援というものを、企業の誘致と新産業の創
出という基本事業の中に入れておりましたが、新たに⼀つ基本事業として、創業支援等の
取組強化というのを追加して今後対応するということで記載をしているものでございます。
野村総合研究所のその下の方ですけれども、暮らしやすさに磨きをかける、人権や多様性
への理解度向上、この部分では強みといたしまして、地域の共助精神やコミュニティの成
熟こういったものが 4 位という評価を受けております。逆に多様な人への寛容度というの
は 40 位という弱みということになっております。この部分につきましても、6-1 参加と協
働によるまちづくりという施策の多文化共生の推進という中で、在住外国人への支援促進
に向けた活動を推進しますという記載に変えさせていただいております。 
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ここは SDGs との関連ということで書かせていただいております。先ほどの SDGs の 16
つ目のゴールに平和と公正をすべての人にという項目がございます。このターゲットとし
て子どもに対する虐待とあらゆる形態の暴力や拷問を撲滅するというような目標がござい
ます。今の総合計画では 5-1 安心して子育てできる環境の充実という項目がございますけれ
ども、ここに新たに基本事業として、児童虐待への対応というものを追加したところでご
ざいます。SDGs の 12 つ目のゴールにつくる責任つかう責任の中のターゲットとして食品
ロスを減少させるというものでございます。これにつきまして、総合計画の 4-2 持続可能な
循環型社会の構築という項目に食品ロスの削減を追加しているところです。 
 
◆資料１「説明資料」13、14 ページ 

今回の総合計画のそれぞれの基本事業の見直しの中身についてご説明しますけれども、
それぞれの基本計画というものが、施策ごとにございます。これの見方ということで本冊
子の 29、30 ページに記載をしております。それぞれのページの見方について若干ご説明を



させていただきたいと思います。基本計画にはそれぞれ何章の何ということで、何の政策
の何の振興という記載の仕方をしております。これはどういったものを振興するのかとい
うことと、それが目指す姿として成果の目標としては、何々をどういうふうにしたい、10
年後どういうふうな姿にしたいかということを目指す姿ということを、それぞれ記載をし
ております。それを表す成果指標と目標値ということで、現在の基準値から将来の目標値
を記載しているところでございます。それから、その施策に対する背景と課題を先ほどの
社会潮流を含めまして記載しております。また、取組方針、その取組方針に沿ってどうい
う事業をしていくのかということを基本事業ということで書いております。合わせて関連
するそれぞれの個別計画についても記載しているところでございます。 

具体的に言いますと、先ほどの厚い資料 2 の 12 ページをご覧ください。12 ページが 1-2
活力ある商工業の振興という部分がございます。目指す姿が商業・工業の売上げが確保さ
れ健全な経営がなされているとしています。それを表す成果指標を、年間商品販売額、製
造品出荷額、新規求人数としております。今回見直しに当たりまして、見直した数値や文
書につきましては赤書きで訂正をしております。それをなぜそのように見直したかという
ことについては、それぞれ⻘書きで見直しの理由ということで記載をしております。その
下に背景と課題としておりますけれども、この背景につきましても先ほどの社会潮流の変
化等で変わった部分について赤書きを、同様に 13 ページには、その課題も含めました理由
を、それから取組方針としては、基本事業が 1-2-1 から 1-2-6 までございますが、先ほど申
しましたように 1-2-4 を新たに追加したり、それから内容を記載のように変更したいと考え
ております。その見直しの理由については⻘書きで下の方に説明させていただいていると
ころでございます。 
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ここからは基本計画の見直し概要としております。それぞれの項目ごとにどういった見
直しを行ったのかということを抜粋になりますが、ご説明をさせていただきたいと思いま
す。なお、資料の右上に資料 2 の 9 ページと記載しておりますけれども、厚い冊子の 9 ペ
ージということで、資料 2 を並行してご覧いただきながらご説明させていただきたいと思
います。訪日外国人の急激な増加への対応として、施策 1-1 観光の振興ですが、この中で増
加する外国人の観光、観光客の受入体制の充実、これについては資料 2 の 10 ページの⼀番
下に記載しておりますが、飛躍的に増加している外国人観光客をさらに呼び込んで市内の
消費拡⼤につなげるために基本事業を新たに追加するというようなことで今回対応してい
るところでございます。同様に、賑わいあふれる中心市街地の活性化、これが資料 2 の 15
ページからになりますけれども、16 ページにその外国人ニーズの対応の追加、例えば課題
の 3 つ目に商業活動については外国人滞在者を含めというような記載を追加したり、取組
方針の 1-3-3 でも外国人滞在者の方々への対応ということを追加しているところでござい
ます。 
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再生可能エネルギーを活用した地域活性化の促進、これにつきましては、資料 2 の 12 ペ
ージからの活力ある商工業の振興、13 ページの課題の 3 つ目のところに赤書きで地域バイ
オマス資源を活用するための関連企業の誘致というようなことを追加させていただいてお
ります。施策 4-1、55 ページからの地球環境にやさしい低炭素社会の構築という施策では、
廃棄物処理で発生する熱や二酸化炭素活用促進ということを 56 ページの取組方針や、57
ページの 4-1-1 温暖化防止対策の推進などで記載しているところでございます。 
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まず、労働力や担い手不足としております。これもページが行き来して申し訳ございま
せんが、資料 2 の施策 1-2、活力ある商工業の振興の中で、新たに担い手の確保や人材育成
の支援というものを 14 ページに 1-2-5 の取組で追加しております。次に施策 1-4、資料 2
の 18 ページからの総合的な農業の振興、この中の 19 ページに農福連携ということで、働
く機会を求める福祉の現場、それから労働力や担い手が不足する農業生産の現場をつなぐ
など、多分野の課題を連携して解決していく取組として追加しております。同様に農福連
携につきましては、48 ページからの施策の共生社会をめざす障がい者福祉の充実という項
目の 49 ページでございますが、取組 3-3-3 に記載しています。 
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高齢化社会の進展ということで、資料 2 の 45 ページからの住み慣れた地域で安心して暮
らす高齢者福祉の充実という施策の中で、認知症の高齢者に対する支援の取組を進めたい
として 46 ページに追加しております。次に 50 ページ健康づくりの推進と保健・医療の連
携という施策がございます。こちらでは、高齢化社会が進展していく中、健康上の問題で、
日常生活が制限されることなく生活できる健康寿命を延伸していくことが必要として、新
たな成果指標、健康寿命と平均寿命の差というものを追加しております。 
 
◆資料１「説明資料」19 ページ 

低密度化が進む都市と老朽化するインフラというところで、資料 2 の 38 ページから道路
ネットワークの充実という項目がございます。この 39 ページになりますが、課題の中に老
朽施設の⻑寿命化を図るという部分を入れております。同様に資料 2 の 60 ページから施策
4-3 暮らしに身近な生活環境の向上という施策がございます。こちらの方では、空き家問題
等の深刻化というものを追加しております。これにつきましては、60 ページの背景部分、
次の 61 ページの課題部に、空き家空き地等の対策という部分についての記載を追加してい
るところでございます。 

 



◆資料１「説明資料」20 ページ 
求められる安全・安心いう部分につきましては、資料 2 の 66 ページからの 5-1 安心して

子育てできる環境の充実という施策の中の 67、68 ページになりますけれども、課題として
子供たちの相談全般を行っていくということとそれから 68 ページの方では、児童虐待への
対応という新たな施策を基本事業に⼀つ追加しているところでございます。同様に、求め
られる安全・安心としましては、73 ページからの家庭・地域・企業等の教育力の向上とい
う施策がありますが、子供のネット犯罪への対応ということで、74 ページの課題では、ス
マートフォンの普及に伴い、SNS に関連して犯罪トラブルが増加していることからネット
ルールを含めた非行防止についての啓発を進めていく必要が高まっている、75 ページの方
では同様に 5-3-2 に情報化社会の進展に伴い、情報機器の利便性と危険性、情報モラルを身
につけることの重要性の広報を進めるということを記載しているところです。 

 
◆資料１「説明資料」21 ページ 

多様性が増すライフスタイルや価値観と求められる共生という項目でございます。これ
は資料 2 の 84 ページからの 6-1 参加と協働によるまちづくりの中で、在住外国人への支援
という部分を 86 ページの 6-1-4 多文化共生の推進に追加しております。同様に、まちづく
り協議会の活動支援とさらなる連携の追加というところで、同じく 86 ページの 6-1-2 地域
コミュニティ活動の推進という部分の中での記載の変更を行っております。また、6-3 人権
尊重の確立ということで 90 ページからの施策ですが、多様化する人権問題の理解や教育の
促進を 91、92 ページに追加しております。昨今、人権問題は複雑、多様化し、関連する法
改正の動きも多く見られるというところもございますので、背景は 2 つとも、それから 92
ページあります 6-3-1 人権意識の高揚という部分の内容については変更させていただいて
いるところでございます。 

 
◆資料１「説明資料」22 ページ 

スマートフォンや AI 等の技術革新と需要の急激な変化ということに対しましては、資料
2 の 18 ページから総合的な農業の振興という施策がございます。19 ページ、1-4-1 農業経
営力の強化の中に、新たにＩＴや高度の環境制御技術ということを記載しております。最
後になりますが、資料 2 の 96 ページから効果的・効率的な行政運営の推進という項目がご
ざいます。AI やロボティクス等先端技術の活用を追加ということで、97 ページ、課題の 2
つ目、AI やロボティクス先端技術の積極的な活用、それから 97 ページ、基本事業 7-1-2 で
同様に、その技術の活用という部分を記載しております。 

先ほどの見直しの視点、それに対応する見直し内容として抜粋して説明させていただい
ております。これ以外にも、資料 2 の中では、今回見直したところを赤書きで、その理由
については⻘書きで、記載しているところです。 
 



◆資料１「説明資料」23 ページ 
意見質問票についてということで記載をしております。これは本日お配りしております

が、本日ご意見いただくこと以外で、皆様がお気づきになった事項等がございましたら、
この意見書の方をご提出いただければと思います。ご意見は様式にこだわらずにメールや
ファックスでも結構ですので、本日の議論の後にお気づきになった部分などをご提出いた
だければと思います。企画政策課の連絡先としてファックスとＥメールを入れております。
また、期限を 7 月 16 日までとしておりますが、この日までいただいた部分については事務
局の方で回答等を準備して第２回目の会議に提示したいと考えております。もちろん、そ
の後でもお気づきになられた点についてはいつでも構いませんので、こういった内容はど
うだろうか、こういった部分を追加すべきではないかというようなご意見、これはどうい
った考え方で見直しているのかいうようなご質問などいただきたいと思っております。⻑
くなりましたが、説明は以上です。 
 
○五十嵐会⻑ 

ただいま事務局から、総合計画の中間見直しについての全体的な考え方、見直しの方針
などについて説明いただきました。本日はそれぞれの項目ごとの実質的な審議まではなか
なか立ち入ることは難しいと思いますので、まずは今回のこの中間見直しの考え方、ある
いは進め方等について、ご質問ご意見を伺いたいと思います。どなたでも結構ですので、
どうぞご遠慮なくお願いいたします。お手元にこの厚い資料 2 の冊子がございますが、先
ほど私が市のホームページを確認しましたら、すでに同じものをパブリックコメントで公
開されておりますので、電子媒体でタブレットやスマートフォンに入れたい方はダウンロ
ードが可能になっています。それと⼀番最後をこの資料 1 の最後のページの意見質問等求
める用紙がありますが、これと同等のものもホームページ上では、ワード版でダウンロー
ドできるようになっておりますので、Ｅメール等で市へ提出することも可能であります。
ご質問、ご意見ございましたら、何でも結構です。 

私の方から資料 2 の素案、この見え消し部分の確認ですが、例えば 9 ページ、これは観
光の分野ですけれども、ここを例にして確認したいのですが、成果指標と目標値のところ
で、2013 年の基準値があり、2018 年の現在の基準値が示されていますが、その横に線で見
え消しされている数字と新しい数字の意味について確認です。例えば、観光入込客数の日
帰客が 2018 年の基準値で 329.6 を消して 378.0 になっています。これは 378.0 が 2018 年
の達成値で、これが今後の基準値になるという解釈でよろしいですか。この消した数値と
新たに書き換えた数値の意味の違いを説明していただけますか。 
 
○事務局（企画政策課） 

五十嵐会⻑のご認識どおり、2018 年の値については、5 年前の前回策定時の目標値 329.6
を消し込み、最新の実績値を基準値としては 378.0 にしたということでの置換えです。その



横の将来の 2024 目標値については、5 年前の前回策定時の目標値 346.4 という数字を消し
込み、今回新たな目標値として 387.2 を設定したということになります。その他の施策も基
準値が現在の実績値で、それに応じて目標値が変える必要があった部分は、変更を行って
いるということで。中には目標値を変えずにそのままという施策もございます。 

 
○五十嵐会⻑ 

ありがとうございます。そういうことですので、皆さま、よろしくご理解ください。何
か他にご質問ご意見ございますか。 
 
○香月委員 

資料 2 の 35 ページの課題に、拡散型市街地の進展は社会資本の整備など、様々な問題を
引き起こす可能性があると書いてあります。土地利用の規制・誘導ということを書いてあ
っても、実際のところ、50 ⼾連たんをはじめ、宅地の供給は、この 7、8 年ほど、ゆめタウ
ン⼀つ分ぐらいが毎年続いていると思っています。そういった政策はいかがなものかと思
います。⼀方では規制と言っておきながらも、現実問題として宅地がそれだけ供給されて
いる。その辺りを見直しということは考えているのかどうかっていうのをお伺いします。 
 
○事務局（建設部） 

おっしゃるとおり、市街化調整区域で現在開発がどんどん進んでいる状況でございます。
土地利用のコンパクト化を目指している⼀方で、50 ⼾連たんによる開発が進んでいる状況
であり、当初考えていた部分と若干方向がずれている面も認識しております。現在、その
50 ⼾連たん制度のあり方につきましては、ただ、他市の状況も踏まえて、今後どうするべ
きであるか、また 50 ⼾連たん制度のメリットやデメリットの検証を行っているところです。
その辺りを見極めながら、今後どうあるべきか現在庁内で議論を行っているところでござ
います。 

 
○五十嵐会⻑ 

50 ⼾連たん制度は、都市計画法の言わば規制緩和で設けた制度でございます。35 ページ
の関連する計画の中に、実際には都市計画法が入ってくるんですけれども、記載はないで
すよね。都市計画マスタープランはありますけれども、都市計画法がここに入ってないで
すよね。このそれぞれのページを見るときに、そこに書いてある関連する計画がぶら下が
っています。その関連するいろいろな計画等々を照合しないとわかりにくい点があろうか
と思います。そういった点は今のご質問にあったように事務局にお尋ねください。⼤いに
質問していただいて結構です。他にございますか、皆さんそれぞれの委員さんが関連する
テーマがあろうかと思いますし、ご自分が関連していないテーマであっても全体的な内容
でも当然構いません。次回以降、実質的な審議に入れるために、今日は基本的なことを確



認したいと思っています。他にございませんか。 
 
○橋本委員 

成果目標によく意識調査という形で書いてありますが、この分の数字の根拠というか、
どれだけ意識調査をされたかっていうことで、パーセンテージが決まってくると思います
が、その数字というのは表せますか。 
 
○事務局（企画政策課） 

ご質問いただきましたように、成果指標に市⺠の意識という部分を何項目か設定してお
ります。これも指標によって変わる部分もありますけれども、例えば 66 ページ、安心して
子育てできる環境の充実という施策に、子育てに⼤きな不安や負担を感じている市⺠の割
合という部分がございます。こういった項目については、市⺠意向調査というものを 5,000
人を対象に毎年アンケートをかけており、その結果として出している部分でございます。 

それと、先ほどご紹介があった関連する計画でございますが、68 ページに子ども・子育
て支援事業計画などがありますが、その中で把握した数字とありますので、どの項目なの
かをおっしゃっていただきますと、それをご説明させていただきたいと思います。 

 
○橋本委員 

できれば回収率を記載していただければと思ったところです。 
 
○事務局（企画政策課） 

市⺠意向調査ですが、例年 5 月に実施しており、その最終のとりまとめが 8 月になりま
すので、前年度部分について、次回お配りをさせていただきます。昨年度実施の市⺠意向
調査でいきますと、5,000 件配布しまして回収率が 3 割程度、1,500 件の中での数字となり
ます。昨年度の平成 30 年度版は市ホームページに掲載もしておりますが、次回資料として
お配りさせていただきたいと思います。 

 
○五十嵐会⻑ 

他にご質問がございますか。 
 
○江頭委員 

農業関係ではＩＴ関係の活用によって人材や労働力の確保であるとか、スマート農業と
いうものを書いてありますが、⽔産業や林業の分野も私が認知しているところでは、ＡＩ
やＩoＴを使った省力化であるとか、将来に向かった魅力ある生産の形への取組を行い始め
ているところです。将来に向かったビジョンづくりであるならば、やはりそういった取組
は必ず入れていただければと思うところであり、現状把握っていうことでしっかり認識を



しておいていただければというふうに思います。 
 

○五十嵐会⻑ 
農業のＩＴ化に合わせ、林業や⽔産業の分野についてもＩＴ化の見通し等も積極的に盛

り込んで欲しいというご意見だったかと思いますが、事務局いかがでしょうか。 
 

○事務局（農林⽔産部） 
確かに、国ではスマート農業と同じようにスマート林業という形で今後の林業の展開を

考えております。具体的に佐賀市では現在ＡＩを使っての林業というのはございませんが、 
いろんな講習会等を開きながら、例えばドローンで境界を確定するとか、そこで森林の材
積を量るとか、そういったことができないだろうかという研究等も始めているところでご
ざいますので、記載できる部分について記載させていきたいと思っておりますし、また次
回の審議の際に、意見交換しながら、取りまとめていければと思っております。 
 
○五十嵐会⻑ 

他にご質問ご意見ございますか。 
 
○金子委員 

資料 2 の 76 ページの生涯学習ですが、成果指標に掲げてある数値がこれでよいのかなと
思っての質問ですけれども、2013 年が 33.4、そして現在 2018 年が 27.9、以前の目標値で
見え消ししているのが 42.4 ですよね。ここで、実績が 27.9 に下がっているのに、将来の目
標値は 50.0 のままでよいのかということです。 

それから、生涯学習センターっていうのは、佐賀市ではどこを指していたのでしょうか。
その 2 点をお尋ねしたいと思います 
 
○事務局（企画政策課） 

成果指標については、ご指摘いただきましたとおり、当初の計画時点では 2019 年には、
この数値を 42.4％まで上げるという目標で作っておりました。これが現状 27.9％というこ
とであまり伸びておりませんが、これを担当課と協議する中で将来 5 年後の 50％という目
標は変えずに、今後の施策を進めていくとしているところでございます。繰り返しになり
ますが、当初計画を作った時には 2019 年には 42.4％まで上げるつもりで頑張るということ
だったのですが、現状そこまでいかなかった。これがただその時の 10 年後の目標である
2024 年の 50％は、今回もそこは目指して頑張るということでの設定しております。 

2 点目の生涯学習センターですけれども、当初策定当時は、生涯学習センターが⼤和など
にありましたので記載した部分ですが、生涯学習センターがすべて変わりましたので、今
回削除しています。 



 
○金子委員 

この将来の 50.0 というのは可能性でいくとどうでしょうか。現在は 2018 年で 27.9、約
30％弱ですね。当初の目標どおりの 50.0 までいける可能性があるのかどのくらいでしょう
か。他の施策では変えてあるところもありますから、ここは実際の目指す目標としてはよ
いかもしれませんが、本当に達成できるのかが少し疑問でした。 

 
○五十嵐会⻑ 

現状達成が非常に低いが、最終的な目標値は変えないということであれば、次の資料 2
の 77 ページの取組の部分に、何らかの突破口の記載が追加されていて、説得力があると思
いますが、ここでは取組内容は変わっていないではないか。つまり、当初計画以上に達成
は厳しいけれども、最終目標は変えないのであれば、現状打破するために取組のところで
何らかの追加的な記載がなければ説得力が乏しいと私も思います。他の施策でもそういう
ところがあるかと思いますが、その点の確認をお願いしたいと思います。 
 
○事務局（企画政策課） 

ご指摘いただいた成果指標の目標値でございますが、これもすべてですね、今回見直し
どおりにどうしていくかっていうことは各施策の統括責任の課を始めとした関係課の方と
議論しております。施策によっては、今ご指摘いただきましたように、⼀度実績が下がっ
ているけれども、最終目標を変えないで、それに対する取組を行うという部分もございま
すし、逆に、現在の実績値の上振れ下振れによって目標変えたというところもございます。
今後そういったところの対応はどうなっているのかというご意見をいただければ、各担当
課と整理させていただきたいと思っています。今ご指摘いただきました部分の施策につき
ましては次回までにお答えさせていただきたいと思います。 
 
○五十嵐会⻑ 

他にご質問ご意見ございますか。 
 
○古賀委員 

資料 2 の 66 ページからの待機児童、放課後児童クラブについて、ご相談として質問した
いと思います。私は春日小学校区なのですが、⼀年生の時はまあまあ入れますが、2 年生に
なった途端に放課後児童クラブの方は 10 番、20 番待ちとなります。共働きの中で⼤変困ら
れている方がいらっしゃると思います。おそらく地区や、特に今年の 1 年生が急激に多か
ったので、その時の年に応じても多少差はあると思いますけれども、学校の教室自体もま
だ空いているところもあるようですので、その学年や地区に応じて、ある程度対応できな
いものかなというふうに感じました。 



 
○事務局（子育て支援部） 

待機児童に関しましては、毎年努力しながら学校と相談しまして、まずは余裕教室を確
保する、その次に余裕教室がなかなかこう空かないっていうことであれば、近隣の公共施
設、それでも駄目な場合は専用の施設を学校敷地内に空き地があれば作らせていただくよ
うなことで対応させていただいております。そういうことを進めながら、あとは指導員の
方が必要になってきますが、いろいろ基準があり、施設面積でいうと 1 人あたり 1.65 ㎡を
確保しないといけないであるとか、専任の指導員を必ず置かないといけないなども進めて
いるところでございます。しかし、今おっしゃったように、新入生が多くなったところな
どは、例えば部屋の確保や拡充が十分できないということなどで待機となってしまうとい
うことは十分認識しております。非常にご迷惑かけておりますけれども、施設の確保や人
の手配等で努力しているところであり、そういった部分で進めさせていただきたいと思っ
ております。 

 
○五十嵐会⻑ 

他にございますか。全体的な進め方については、よろしいですか。 
 
○内田委員 

資料 1 の 12 ページ、5-1-3 子育て環境の整備のところが 2 つに分かれ、児童虐待への対
応が入ってとてもよかった、⼤事なことだなと思っています。ただ、ここの現行の 5-1-3
には、専門性と⻑期的対応が必要な相談にも対応できる体制の整備とあり、ここがとても
⼤事なことだと思いますが、今回の見直し部分ではそこが消えています。読んでみると、
サークルなどを作ること、そして次はもう虐待への対応となっていますが、その間のとこ
ろで親が本当に困ったとか、⻑期的な対応をどうしていくかっていうような対応体制の整
備がとても求められていて、今、子供家庭課と小学校現場のことを相談しているところで
す。ですので、この体制の整備っていうのは入れて欲しい、もっと人的配置とかもして欲
しいと思っているくらいですので、そこをもう 1 回考えてもらえないかと思って発言しま
した。 
 
○五十嵐会⻑ 

関連する事業の話ですね。どうぞ。 
 

○富吉委員 
児童虐待のところ私も読んだんですけれども、現実問題として児童相談所ではもう手に

負えないような事例があっている中で、ここで警察という言葉を入れた方が⼀歩前に出る
のではないかという気がしますが、それは法律的な整備とかも必要なのでしょうか。 



 
○五十嵐会⻑ 

お二人のご意見を踏まえて、項目を二つに分けて、児童虐待を別立てとしたのはよいけ
れども、体制の整備についての記載が薄いというご意見、あるいはその具体的な体制の中
で警察へ相談するとかまで踏み込んだ文言を記載することは可能かというご質問かと思い
ます。 

 
○事務局（企画政策課） 

ご意見ありがとうございます。今、ご質問いただきました体制の整備に対する今後の対
応であったり、それから警察との連携を含めた記載については、次回までにその考え方を
整理して、次回ご報告をさせていただきたいと思っております。 
 
○事務局（子育て支援部） 

少し付け加えさせていただきます。先ほど内田委員さんからもご指摘のような体制強化
の話でございますが、今後そういうふうに進めていく部分がございますので、記載につい
ては先ほど企画政策課⻑が申したように、再度回答させていただきます。 

それから警察との関係でございますが、関係機関の中に、例えば幼保護児童地域対策協
議会という組織体があり、全体で 30 組織ぐらいが加盟しておりますが、その中に警察の方
も入っておられており、その中でこの虐待についての議論もしております。関係機関の中
に入っていると認識しているところでございます。 

 
○五十嵐会⻑ 

では他に。 
 
○鶴丸委員 

先ほどの学校現場の方から先生のご意見がありましたけれども、私も同じ項目で資料の 
1 の 12 ページですが、乳幼児の早い時期から親の子育てに対する不安を解消するためって
いう言葉も消えてしまっていますが、0、1、2 歳児の子育てをとても⼤切にしたいと思って
おりますので、虐待にも繋がる時期だと思いますので、このことが消えたのがなぜなのか
という気持ちを持っております。 
 
○事務局（企画政策課） 

資料 2 の 68 ページの 5-1-3 子育て環境の整備という項目になろうかと思います。この中
の乳幼児の早い時期からっていうセンテンスがなぜ消えたのかというご質問かと思います。
これについても、次回、先ほどの回答と合わせて、担当課に確認した上で説明させていた
だきたいと思っています。 



 
○五十嵐会⻑ 

総合計画が難しいところは、どこまで細かい点まで踏み込んで書くかということです。
例えば、この資料 2 の 68 ページに関連する計画の見直しも当然入るわけですね、その子ど
も・子育て支援事業計画。これは 2020 年度から新しい計画づくりが始まってきます。つま
り関連する計画の中で細かい点が反映されていくので、基本的なこと、絶対外してはいけ
ないこと、それは何なのかということを十分検討した上で、総合計画に明記する。言わば
総合計画が全体の憲法みたいなものになりますので、それに基づいて関連する計画でさら
に細かいところを記載したり、見直しをかけていくということはあろうかと思います。今
のご意見も、次回までにこの総合計画の中にどこまで盛り込むのかということを事務局に
検討をお願いしたいと思います。他にございますか。 

 
○三浦委員 

全般的な話について確認というか意見として受けとめていただきたいのですが、資料 1
の 10 ページのところで基本計画の見直しの視点ということで、まず第 1 番目に社会潮流の
変化ということで、その具体的なものを前の 9 ページに 7 つ挙げていただいています。こ
の項目や中身の善し悪しについて私も考えが整理できてないのですけれども、資料 2 の 1
ページから 3 ページまでの記載を見ますと、社会情勢ということなのでこういう形になる
のかなと思うのですが、日本全体の話、佐賀市に限らずどこの都市でも共通の社会情勢の
変化かなと感じました。都市間競争が非常に厳しくなっているっていうところもあり、佐
賀市として、この社会情勢の変化のどこが特に重要な課題なのかっていうことを前段の部
分で、ちゃんと議論というか整理しておいたほうがよいのではないかという気はします。
個別の政策に入るとそれぞれ課題が出てきますが、⼀番⼤きな課題は何なのかっていうの
はちゃんと頭に入れた上で、具体的な計画の方に入っていったほうがいいのかなという気
がします。そういうことをすることで佐賀市独自の、他の都市にない新たな取組というも
のが出てくるのではないかという気がしました。どれがそれにあたる課題かという答えが
今あるわけではないのですが、そういう気がしております。 

 
○事務局（企画政策課） 

おっしゃるとおり、社会潮流の変化は我が国を取り巻く状況という形で書かせていただ
いております。資料 1 の 3 ページをご覧いただきたいと思います。総合計画の社会潮流の
変化という部分は、我が国を取り巻く状況の変化とわがまちの姿を受けて、それぞれの政
策に入っていく形になっております。ここの部分を佐賀市全体の潮流の変化っていうふう
にとらえた際に、我が国の分と若干変えた市の分と二重書きっていう部分も出てくる可能
性がございましたので、この総合計画を策定した時点での構成のようにしているところで
す。この構成については、基本的にはそのままの形でと考えておりますが、おっしゃられ



たとおり佐賀市としての社会潮流における課題っていう部分は整理が必要かというふうに
思っておりますので、改めて考えさせていただきたいと思っています。 
 
○五十嵐会⻑ 

社会潮流の変化の中の国際的な視点、日本全体の視点、そしてそれを受けて佐賀市にお
いてはという分析視点を加えるべきだというご意見だったかと思います。野村総合研究所
のデータ等は佐賀市を分析する都市戦略上の問題になるだろうと思いますので、そういっ
たことも社会潮流の中に取り込めるものがあれば取り込んでいただいて、再提案をお願い
したいと思います。 
 他にご質問ご意見ございますか。よろしいでしょうか。それでは資料 1 の最後にありま
すが、次回開催の 7 月 16 日までに、皆さんでお気づきの点をこの用紙に記載していただい
て、事務局の方までメール、ファックスで送っていただきたい、今日この場で手書きでか
ける方は書いて構いませんけれども、ちょっと時間も必要であろうかと思いますので、7 月
16 日までにお気づきの点を事前にお送りして欲しいというのは事務局側の要望でございま
す。それからパソコンで記載される方は、佐賀市のホームページからダウンロードできる
パブコメの用紙と⼀緒ですかね。あるいは委員さんにメールでお送りすることできますか。 
 
○事務局（企画政策課） 

ご意見いただく際には、先ほど会⻑からありましたように、ホームページからダウンロ
ードという形で結構ですし、市へ空メールをいただきますと、そこにお送りすることも可
能です。それ以外にもメール本文ベタ打ちでも構いませんでも、任意の様式でも構いませ
んので、ご意見いただければ、私どもとしては対応させていただきたいというふうに思っ
ております。 
 
○五十嵐会⻑ 

以上で本日予定しました審議は終了したいと思います。まだまだ皆さんからのご意見が
あろうかと思います。実質的には次回から計画案の内容についての審議に入ることになろ
うかと思いますので、その審議が実のあるものになるために、事前にご質問ご意見等を事
務局の方にご提出をお願いしたいと思います。それでは本日の議事を終了し、事務局へお
返しいたします。 
 
○司会 

五十嵐会⻑、⻑時間にわたり進行いただきましてありがとうございました。先ほどもお
話にありましたとおり、意見・質問票については、所定の様式がありますけれども、特に
任意の形でも構いませんので、事務局の方にご提出いただければと思います。なお、ご提
出いただくまでの期間が非常に短くなっておりまして⼤変申し訳ございませんけれども、



会議の進行上期限を設けさせていただいたものでございます。期限までにいただいたご意
見につきましては、次回会議の場で事務局から回答させていただく予定でございます。も
ちろん提出期限を過ぎましても、また会議の当日でも必要に応じてご意見いただくという
こともできますので、いずれかの形でご意見をいただければというふうに思いますのでよ
ろしくお願いいたします。 

それでは、企画調整部⻑の武藤の方から閉会のご挨拶を申し上げます。 
 
○事務局（企画調整部⻑） 

本日予定しておりましたご審議すべて終了させていただきまして、ありがとうございま
した。本日、資料や説明のボリュームが膨⼤な中で、なかなか消化っていうのは難しかっ
た面もあったかと思います。事務局の方にご連絡いただければ、ご不明な点等、ご説明さ
せていただきますので、よろしくお願いします。また意見・質問票を使って、ご質問いた
だくということも可能です。中身をしっかりご確認いただきながら、いい総合計画を作っ
ていきたいと思っております。次回からが実質的な審議となってまいりますので、皆さん
方にこれから集中的な審議をお願いすることになりますが、どうぞよろしくお願いしたい
と思います。それではこれをもちまして第 1 回佐賀市総合計画審議会を終了させていただ
きます。本日はありがとうございました。 
 


