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個別計画 事務事業

１ 総合計画とは

1

計画策定の背景
・社会潮流の変化
・わがまちの姿

◆１０年間の佐賀市がめざす姿と各分野の政策展開を示した
「まちづくりの指針」となるもので、市の行政運営における
最上位計画に位置づけているもの。

◆市のめざす将来像と政策の大綱等を示した「基本構想」と、
構想実現のための具体的な施策や基本事業を体系化した
「基本計画」で構成している。



２ 計画の期間

2

◆計画期間は、2015年度（平成27年度）から2024年度（令和6年度）
までの10年間。

◆ただし、社会経済情勢の変化が予想されるため、「基本計画」は
中間年次の2019年度（令和元年度）に必要な見直しを行う。

2015年度
平成27年度
（開始年次）

2019年度
令和元年度
（中間年次）

2024年度
令和6年度

（目標年次）



３ 計画の全体構成と⾒直し部分

3

参照）本冊⼦１〜２ページ ↓今回見直しを行う部分



市
議
会
で
決
定

４ 総合計画審議会
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◆総合計画審議会とは

◆審議会の意見について

本市の総合計画の策定に関する事項について、市⻑の諮問
に応じて、調査審議していただく場。
産業・福祉・教育・環境などの各分野において、今後必要
となる取組の方向性などについて、議論や意見などをいた
だきたい。

見
直
し
素
案

第
２
次
総
合
計
画

総合計画審議会

最
終
案

意見（答申）

諮
問



５ 今後のスケジュール（予定）

日時、場所 内容
第１回 ７⽉８⽇（⽉）１３：００〜

グランデはがくれ １階
ハーモニーホール

辞令書交付
会⻑・副会⻑の選任、諮問
事務局から見直し案説明
質疑・意見

第２回 ７⽉２３⽇（⽕）１０：００〜
エスプラッツ ３階 ホール

事務局から前回質疑・意見の回答
審議（質疑、意見等）

第３回 ８⽉５⽇（⽉）１３：３０〜
エスプラッツ ３階 ホール

事務局から前回質疑・意見の回答
審議（質疑、意見等）

第４回 ９⽉下旬
未定

審議まとめ
答申内容の決定

答申 １０⽉上旬
市庁舎

会⻑・副会⻑から市へ答申

○総合計画審議会

○令和元年１２⽉の市議会へ議案提出
○令和２年４⽉から後期計画スタート（〜令和６年度）

パ
ブ
リ
ック
コ
メ
ン
ト

７
⽉
３
⽇
か
ら
８
⽉
２
⽇
ま
で
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６ ⾒直しの基本的な考え

6

原則見直しを行わない。

社会潮流の変化を整理するとともに、人口・産業
フレーム等を更新する。

当初策定過程を尊重し、大幅な体系の見直しは行わず、
社会経済状況の変化等に対応する範囲での成果指標や
取組方針等の見直しを行う。

計画策定の背景

基本構想

基本計画
（分野別計画）



７ 計画策定の背景（人口フレーム）
◆人口の推移は、現行の推計からは緩やかになるものの、人口

減少・少⼦高齢化は依然として続いていくものと見込まれる。

7

〇人口の推移 〇年齢階層別人口割合の推移
推計値 推計値

(26.3)     (28.8)     (30.2)

(60.2)     (57.8)     (56.6)

(13.5)     (13.4)     (13.2)

※（ ）書きは現行の数値



７ 計画策定の背景（産業フレーム）
◆就業人口については、女性や高齢者等の就業が進んでいるものの、

人口減少や少⼦高齢化の影響を受け、ほぼ横ばいで推移するもの
と見込まれる。

8

〇就業人口の推移 推計値

※（ ）書きは現行数値



７ 計画策定の背景（社会潮流の変化）
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○ 人口構造の変化に伴い顕在化する諸問題

○ グローバル化の進展と社会経済情勢の変動による影響

○ 第４次産業革命の進展と就業構造の転換

○ 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

○ 安全・安心への意識の高まり

○ ライフスタイルや価値観の変化と求められる共生

○ 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



８ 基本計画（⾒直しの視点）
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○ 社会潮流の変化
○ 野村総合研究所「成⻑可能性都市ランキング」
○ 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）
○ 自治体戦略2040構想研究会
○ 市⺠意向調査結果
○ 行政評価 など

見直し素案の検討



施策 ＜現⾏記載＞ ＜⾒直し案＞

【７－１】
効果的・効
率的な⾏政
経営の推進

【取組（基本事業）】
7-1-2 電子自治体化の推進
費用対効果を考慮しつつ、情報システ
ムの刷新や統廃合等による最適化を進
めるとともに、ＩＣＴの活用による業
務プロセスの改善と市⺠の利便性向上
を図ります。

⇒

【取組（基本事業）】
7-1-2 電子自治体化の推進
費用対効果を考慮しつつ、情報システ
ムの刷新や統廃合等による最適化を進
めるとともに、ＡＩ、ロボティクス等
の先進技術の活用による業務プロセス
の改善と市⺠の利便性向上を図りま
す。

施策 ＜現⾏記載＞ ＜⾒直し案＞

【１－２】
活⼒ある商
工業の振興

【取組（基本事業）】
1-2-3 企業誘致と新産業の創出
工業団地等を整備し、新たな企業の誘
致を推進します。また、起業の促進と
新産業創出を図るとともに、関係機関
と連携して起業支援・企業支援制度の
充実を図ります。

⇒

【取組（基本事業）】
1-2-4 創業支援等の取組強化（追加）
創業希望者に対する支援制度の充実を
図るとともに、創業希望者の誘致・掘
起しのため創業機運の醸成を図りま
す。

【６－１】
参加と協働
によるまち

づくり

【取組（基本事業）】
6-1-4 多文化共生の推進
姉妹都市交流や国際理解講座等を通し
て、文化の多様性についての市⺠の理
解を深めるとともに、関連団体との連
携を図りながら、外国人と市⺠との交
流促進に向けた活動を推進します。

⇒

【取組（基本事業）】
6-1-4 多文化共生の推進
姉妹都市交流や国際理解講座等を通し
て、文化の多様性についての市⺠の理
解を深めるとともに、関連団体との連
携を図りながら、外国人と市⺠との交
流や在住外国人への支援促進に向けた
活動を推進します。

人口構造の変化に伴い顕在化する諸問題 総合計画
人口減少のさらなる進展 自治体戦略２０４０構想研究会

人口置換水準を大きく下回る合計特殊
出生率（自然減）、東京⼀極集中（社
会減）、生産年齢人口の減少

○スマート自治体への転換

（大項目）
  暮らしやすさに磨きをかける
（中項目）
  ノーマライゼーション都市の実現
（小項目）
  人権や多様性への理解度向上

【強み】
（４位）地域の共助精神
    コミュニティの成熟
【弱み】
（４０位）多様な人への寛容度

成⻑可能性都市分析（野村総合研究所）との関連 総合計画

取組提案 評価指標例

（大項目）
  人材や産業を育成し産業を興す
（中項目）
  産業育成
（小項目）
  起業支援

【弱み】
（５３位）創業の実績
（５６位）創業に対する自治体の積極性
（５９位）創業を促す風土

８ 基本計画（⾒直しの視点）※抜粋
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ゴール 目的 施策 ＜現⾏記載＞ ＜⾒直し案＞

１６
平和と公正を
すべての人に

持続可能な開発のため
に平和で包摂的な社会
を推進し、すべての人
に司法へのアクセスを
提供し、実効的で責任
ある包摂的な制度機構
をあらゆるレベルで構
築すること

１６－②
子供に対する虐待、搾取、取
引及びあらゆる形態の暴⼒及
び拷問を撲滅する。

【５－１】
安心して子
育てできる
環境の充実

【取組（基本事業）】
5-1-3 子育て環境の整備
子育て家庭からの気軽な相談や、児童
虐待など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を図り
ます。また、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
に、親同⼠の交流の場づくり、学ぶ機
会の提供などに取り組みます。あわせ
て、子育てサークルや地域の子育て支
援に関わる団体等の育成を図り、地域
で⾒守り支え合う子育て・親育ちを支
援します。

⇒

⇒

【取組（基本事業）】
5-1-3 子育て環境の整備
親の子育てに対する不安を解消するた
めに、親同⼠の交流の場づくり、学ぶ
機会の提供などに取り組みます。あわ
せて、子育てサークルや地域の支援団
体等の育成を図ります。

5-1-4 児童虐待への対応（追加）
深刻化する児童虐待に対応するため
に、虐待の発生予防や早期発⾒・早期
対応に努めるとともに、児童相談所な
どの関係機関との連携強化を図りま
す。

１２
つくる責任
つかう責任

持続可能な消費と生産
のパターンを確保する
こと

１２－③

2030年までに小売・消費レ
ベルにおける世界全体の⼀人
当たりの⾷料の廃棄を半減さ
せ、収穫後損失などの生産・
サプライチェーンにおける⾷
品ロスを減少させる。

【４－２】
持続可能な
循環型社会

の構築

【取組方針】
市⺠生活や事業活動に浸透してきた廃
棄物のリサイクル（再生利用）の推進
とともに、今後は、市⺠や事業者に対
して、情報提供や体験学習等を通じた
啓発等により、リデュース（発生抑
制）とリユース（再使用）を積極的に
推進し、３Ｒに取り組みやすい仕組み
や環境づくりを図ります。
また、〜。

⇒

【取組方針】
市⺠生活や事業活動に浸透してきた廃
棄物のリサイクル（再生利用）の推進
とともに、今後は、市⺠や事業者に対
して、情報提供や体験学習等を通じた
啓発等により、リデュース（発生抑
制）とリユース（再使用）を積極的に
推進し、⾷品ロスの削減を始めとした
３Ｒに取り組みやすい仕組みや環境づ
くりを図ります。
また、〜。

持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）との関連 総合計画

ターゲット

８ 基本計画（⾒直しの視点）※抜粋
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８ 基本計画（基本計画の⾒方）
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参照）本冊⼦２９〜３０ページ



施策 現行記載 見直し案 理由

＜1-2＞
活力ある商工業
の振興

※資料２(素案)

14ページ

【取組（基本事業）】
1-2-3 企業誘致と新産業の創出
工業団地等を整備し、新たな企
業の誘致を推進します。また、
起業の促進と新産業創出を図る
とともに、関係機関と連携して
起業支援・企業支援制度の充実
を図ります。

【取組（基本事業）】
1-2-4 創業支援等の取組強化
創業希望者に対する支援制度の
充実を図るとともに、創業希望
者の誘致・掘起しのため創業機
運の醸成を図ります。

人口減少、少⼦高齢化
が進展する中、県内で
は廃業率が開業率を上
回っており、事業所数
は減少傾向にある。地
域経済の持続的な成⻑
のために、新たな担い
手の創出が必要である。

＜6-1＞
参加と協働によ
るまちづくり

※資料２(素案)

86ページ

【取組（基本事業）】
6-1-4 多文化共生の推進
姉妹都市交流や国際理解講座等
を通して、文化の多様性につい
ての市⺠の理解を深めるととも
に、関連団体との連携を図りな
がら、外国人と市⺠との交流促
進に向けた活動を推進します。

【取組（基本事業）】
6-1-4 多文化共生の推進
姉妹都市交流や国際理解講座等
を通して、文化の多様性につい
ての市⺠の理解を深めるととも
に、関連団体との連携を図りな
がら、外国人と市⺠との交流や
在住外国人への支援促進に向け
た活動を推進します。

在住外国人は増加傾向
にある。平成３１年４
⽉には改正入管法が施
行され、国において外
国人材の受け入れ体制
を整えられており、今
後も増加が見込まれる
中、市⺠としての支援
ニーズも増している。

８ 基本計画（⾒直し概要）※抜粋
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８ 基本計画（⾒直し概要）※抜粋
◆訪日外国人の急激な増加

➡ 施策1-1「魅力ある観光の振興」
・増加する外国人観光客の受入体制の充実を追加

➡ 施策1-3「賑わいあふれる中心市街地の活性化」
・外国人ニーズへの対応を追加

15

飛躍的に増加している外国人観光客をさらに呼び込み、市内で
の消費拡大につなげてく。

増加傾向にある外国人観光客や在住外国人も含め、多様化する
ニーズに対応する取組を促進し、地域経済の活性化を図ってい
く。

資料２
9ページ

資料２
15ページ



８ 基本計画（⾒直し概要）※抜粋
◆再生可能エネルギーを活用した地域活性化の促進

➡ 施策1-2「活力ある商工業の振興」
・バイオマス資源活用のための企業誘致の促進を追加

➡ 施策4-1「地球環境にやさしい低炭素社会の構築」
・廃棄物処理で発生する熱や二酸化炭素等の活用促進

を追加

16

地域経済の活性化を図るためには、地域の資源を活用した新た
な産業の創出も重要である。

環境の保全と経済的な発展が両立するまちづくりを目指し、本
市の特性に応じた再生可能エネルギーの導入を推進していく。

資料２
12ページ

資料２
55ページ



８ 基本計画（⾒直し概要）※抜粋
◆労働力や担い手不足

➡ 施策1-2「活力ある商工業の振興」
・新たな担い手の確保や人材育成への支援を追加

➡ 施策1-4「総合的な農業の振興」
施策3-3「共生社会をめざす障がい者福祉の充実」
・農福連携を追加

17

人口減少や少⼦高齢化が進展する中でも、地域経済を持続的に
成⻑させていくためには、創業等による新たな担い手の確保や
企業が必要とする人材の育成などを支援していく必要がある。

働く機会を求める福祉の現場と、労働力・担い手が不足する農
業生産の現場をつなぐなど、他分野の課題を連携して解決して
いく取組も必要である。

資料２
12ページ

資料２
18ページ
48ページ



８ 基本計画（⾒直し概要）※抜粋
◆高齢化社会の進展

➡ 施策3-2「住み慣れた地域で安心して暮らす高齢者福祉の充実」
・認知症の支援を追加

➡ 施策3-4「健康づくりの推進と保健・医療の連携」
・健康寿命の指標を追加

18

団塊の世代が後期高齢者へ移行することにより、今後大幅な増
加が見込まれる認知症への対応が必要である。

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必要がある。

資料２
45ページ

資料２
50ページ



８ 基本計画（⾒直し概要）※抜粋
◆低密度化が進む都市と老朽化するインフラ

➡ 施策2-6「道路ネットワークの充実」
・⽼朽施設の⻑寿命化を追加

➡ 施策4-3「暮らしに身近な生活環境の向上」
・ 空き家等問題の深刻化を追加

19

限られた財源の中で、施設の⻑寿命化が大きな課題となってい
る。

人口減少などの影響により、市内でも空き家空き地等の問題が
深刻化しており、多くの相談が寄せられている。

資料２
38ページ

資料２
60ページ



８ 基本計画（⾒直し概要）※抜粋
◆求められる安全・安心

➡ 施策5-1「安心して⼦育てできる環境の充実」
・児童虐待への対応を新たに基本事業として追加

➡ 施策5-3「家庭・地域・企業等の教育力の向上」
・ ⼦どものネット犯罪などへの対応を追加

20

児童虐待は深刻化しており、発生予防や早期発見・早期対応な
ど、さらなる対応が必要である。

⼦どもや若者を取り巻く問題は多様化しており、本人のみなら
ず、家族も含めた対応を進めていくなど、取組の強化が必要で
ある。

資料２
66ページ

資料２
73ページ



人権問題は複雑・多様化し、関連する法改正の動きも多くみら
れる中、互いに理解し共生できる社会の実現が求められている。

８ 基本計画（⾒直し概要）※抜粋
◆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

➡ 施策6-1「参加と協働によるまちづくり」
・在住外国人への支援を追加

・まちづくり協議会の活動支援とさらなる連携を追加

➡ 施策6-3「人権尊重の確立」
・多様化する人権問題への理解や教育の促進を追加

21

在住外国人は増加傾向にあり、市⺠としての支援ニーズに対応
していく必要がある。

それぞれの地域に応じた活動が行えるよう、協議会の活動支援
や連携推進に取り組んでいく。

資料２
84ページ

資料２
90ページ



８ 基本計画（⾒直し概要）※抜粋
◆スマートフォンやＡＩ等の技術革新と需要の急激な変化

➡ 施策1-4「総合的な農業の振興」
・ＩＴ化（スマート農業）の推進を追加

➡ 施策7-1「効果的・効率的な行政経営の推進」
・ＡＩやロボティクス等の先端技術の活用を追加

22

ＡＩやＲＰＡ等の進化、ＩｏＴの実用化により、一層の効率的
な事務遂行が求められている。

農業者の減少や高齢化の進展に伴い、農業生産や農地管理にも
支障が生じる中、ＩＴ化（スマート農業の推進）などによる効
率化を図っていく必要がある。

資料２
18ページ

資料２
96ページ



９ 意⾒・質問票について
審議会後にお気づきになった事項など、ご意見やご質問がある場合は、
別紙「意見・質問票」をご提出ください。次回審議会にてご回答いたします。

23

第２次佐賀市総合計画 中間見直し（素案）についての意見・質問票 

 

【氏名                 】

 

項目名（施策名など） 内 容 趣 旨 

   

   

■連絡先／企画調整部企画政策課 FAX（0952‐40‐7389）、E-mail（kikakuseisaku@city.saga.lg.jp） 

※お忙しい中とは思いますが、７月１６日（火）までにご提出をお願いします。 


