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第４回 佐賀市総合計画審議会 議事録 
 
 
【開催日時】 

令和元年１０月３日（木）１４：００〜１４：５５ 
 
【開催場所】 

エスプラッツ ３階 ホール 
 
【出席委員】（５０音順、敬称略） 

赤川綾、新井康平、荒牧軍治、五十嵐勉、池田隆彦、石井智俊、牛島英人、内田真弓、 
江頭忠則、小城原直、小野孝二、金子信二、貞富博文、白濱弘之、杉山利則、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、山⼝美恵、山本佐⻲子、吉田誌子（３０名） 

＜欠席委員＞ 
荒木薫、江上康男、香月道生、古賀伸忠、木場千春、角和博、宮原里美、宮原真美子、 
吉原正博（９名） 

 
【事務局】 

白井副市⻑、武藤企画調整部⻑、木島企画調整部副部⻑、武富企画政策課⻑、 
関係課課⻑など（５０名程） 
 

【議題】 
１ 開会 
２ 議事 
  ・総合計画中間見直し案の審議について 
  ・答申案の承認について 
３ 閉会 

 
【会議の公開又は非公開の別】 
 公開 
 
【傍聴・報道関係者数】 

０名 
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【議事内容】 
○司会 

本日は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。只今から第 4 回の佐
賀市総合計画審議会を開催させていただきます。始める前に資料の確認をさせていただきたい
と思います。本日、事前配付資料として、５つの資料をお渡ししております。⼀つ目は、本日
会議の「次第」。二つ目は、資料 5「第 2 次佐賀市総合計画・中間見直し案に対する意見（総合
計画審議会等）」。三つ目は、資料 6「第 2 次佐賀市総合計画について（答申）案」。四つ目は、
資料 7「佐賀市総合計画審議会・答申⼀覧（案）」。五つ目は、資料 8「第 2 次佐賀市総合計画
中間見直し（素案）」。以上、５つの資料を配付しております。お手元にございますか。なお、
資料５は、前回までの見直し案に対する意見を全て整理したものです。資料 7 と資料 8 は、資
料 5 の意見のうち、素案に反映したものとして整理しております。 

なお、本日の会議は、委員 39 名中 30 名のご出席をいただいておりますので、審議会が成立
していることをご報告いたします。それでは、本日の審議会の進行につきまして、五十嵐会⻑
にお願いしたいと思います。五十嵐会⻑、どうぞよろしくお願いいたします。 
 
○五十嵐会⻑ 

お忙しい中、ご参集いただきありがとうございます。第 4 回目の佐賀市総合計画審議会を始
めさせていただきます。なお、本審議会および配布資料につきましては、原則として公開とな
ります。これは、「佐賀市審議会等の会議の公開に関する規程」に基づくものです。ただし、個
別の事情に応じて、会議や資料を非公開とする場合は、この会議に諮って決定することになり
ますことをご了承ください。それでは本日の議題、「総合計画の中間見直し案の審議について」
でございます。これまで、委員の皆様、それからパブリックコメントも含めまして、多くのご
意見をいただいております。本日の審議会が、最終的な取りまとめになろうかと思います。前
回、3 点ほど積み残しがございました。⼀つ目は、施策 2-4「計画的な土地利用の推進」につき
まして、いわゆる 50 ⼾連たんに関する対応でございます。二つ目は、施策 5-1「安心して子育
てできる環境の充実」の中で、「産み育てる」の表現でございます。三つ目は、同じく施策 5-1
の児童虐待に関することでございます。以上 3 点が前回の積み残しで、最終的な結論に至って
ないところです。また、前回の第 3 回審議会終了後に、パトリック委員さんから追加で意見が
あっております。１点ごと、事務局の方から説明をいただき、それから審議を行いたいと思い
ます。事務局、よろしくお願いします。 
 
○事務局（都市政策課） 

まずは、施策 2-4「計画的な土地利用の推進」についてでございます。 
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 ＜資料により説明（資料５・番号５７〜６４）＞ 
 
○五十嵐会⻑ 

委員の皆様、いかがでしょうか。この見直し案でよろしいでしょうか。 
 
○荒牧委員 

見直し内容について問題はないのですが、地域拠点連携という言葉は他でも使っていますか。
都市計画審議会ではよく使う言葉なのですが、総合計画の中で地域拠点連携というのは、きち
んと確立されている言葉なのでしょうか。 
 
○事務局（都市政策課） 

この地域拠点連携は、佐賀市都市計画マスタープランの中にある考え方で、中心市街地にの
み人⼝が集中するのではなくて、例えば、市町村合併した地域の拠点となるところも大事にし
ながら、それらをネットワークでつないでいくことでまちづくりを進めようという、コンパク
ト＆ネットワークとも言う考え方のことです。 
 
○事務局（企画政策課） 

総合計画では、基本構想の中の土地利用という中で、中心拠点、地域拠点という言葉を使い
まして、それぞれが連携することを位置づけております。 
 
○五十嵐会⻑ 

他に委員の皆さま、ご意見ございますか。 
それでは意見がないようですので、見直し案のとおりとさせていただきます。ただし、答申

内容は承認されましたけれども、今後、実際にどのように進めていくのかということについて
説明お願いします。 
 
○事務局（都市政策課） 

50 ⼾連たん制度につきましては、各分野に影響を及ぼす制度ですので、関係各課から問題点
や現状についての聞取り調査などを実施し、市内への影響などの分析しており、その結果に基
づいて、今後どういった適正化をはかっていくのかを議論してまいりたいと考えております。 
 
○五十嵐会⻑ 

それでは、次の児童虐待について、事務局お願いします。 
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○事務局（こども家庭課） 
 
 ＜資料により説明（資料５・番号１０２〜１０５）＞ 
 
○五十嵐会⻑ 

委員の皆様、ご意見ご質問ございますか。ないようですので、この見直し案のとおりとさせ
ていただきます。次は、「産み育てる」について、事務局よろしくお願いします。 
 
○事務局（子育て総務課） 
 
 ＜資料により説明（資料５・番号１０７〜１１３）＞ 
 
○五十嵐会⻑ 

委員の皆様、いかがでしょうか。４つの表現方法の中で、事務局案としては今までいただい
たご意見を踏まえ①番の平仮名で「うみ育てる」の表現にしたいという提案でございます。特
にご意見された方いかがですか。①番でよろしいですか。それでは、事務局案の①番の表現に
したいと思います。なお、審議の委員は、審議のプロセスの中で、こういう表現にしたという
背景を十分認識していますが、市⺠の読者はこの表現を見て、深い議論があったことを想像で
きますでしょうか。なぜ平仮名を使っているのか、何か補足的な説明の必要はありませんか。 
 
○事務局（企画政策課） 

この部分はかなりご議論いただいております。平仮名という表現方法の中にたくさんの意味
が含まれています。注釈などでその背景を伝えられないか考えさせていただければと思います。 
 
○五十嵐会⻑ 

そういう対応を考えていただくということですが、委員の皆様よろしいですか。 
 
○富吉委員 

これはなぜ漢字ではないのかということを読み手が想像していただければ、まさにそこは総
合計画が目指すところでもあるのかなと思いますので、注釈がなくてもよいと思います。なぜ
漢字にしなかったのかという反応があった場合に、実は審議会でもいろいろな意見があったと
いうことを説明する体制があれば、総合計画を単に作っただけではなく、こういう議論があっ
たのかと非常におもしろいものになるのではと思います。 
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○五十嵐会⻑ 
 あえて余計なことを書かずに市⺠に深く考えていただければというご意見でした。議事録の
中にはこういう議論がされたことは出てきますよね。議事録は公開されますが、ずっと公開さ
れ続けるわけではないですよね。 
 
○事務局（企画政策課） 

議事録等については、計画期間の間は残しますが、未来永劫に残すわけではないので、本編
や委員名簿のところなどで載せた方がよいのか、今すぐ何か案があるわけではないのですが。 
 
○五十嵐会⻑ 

鍵括弧付きで「うみ育てる」という表現をしたら、あえてこういう表現をしたということの
意味が伝わるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 
 
○富吉委員 

” ”でうみ育てるとすると、あえて表現しているとなりますね。 
 
○五十嵐会⻑ 

これは、事務局、検討してください。以上が積み残しの 3 点でございます。そして、先ほど
申し上げましたパトリック委員からいくつかのご意見がございました。それについても、事務
局の方から説明をお願いします。 
 
○事務局（企画政策課） 
 
 ＜資料により説明（資料５・番号９０、９１、９３、９４）＞ 
 
○五十嵐会⻑ 

見直し案を修正することなく、現状の内容について説明していただきました。何かご意見ご
ざいますか。 
 
○パトリック委員 

資料５の 91 番についてですが、意見と対応のつながりが理解できていないのですが、教科書
の再利用を提案しましたが、対応は３Ｒに力を入れていくという内容でした。どういうつなが
りですか。 
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○五十嵐会⻑ 

教科書は毎年ある程度の内容が変わりますよね。日本の学校で使う教科書は、文部科学省の
規定に基づいて、各出版社がいろいろな教科書を出します。どの教科書を選択するかは、教育
委員会が決定しますよね。その時に昨年度と同じものとは限らない。ですから、教科書を次年
度に同じように使うというのは現実的には非常に厳しいものかなと思います。３Ｒのことは、
事務局の説明どおりと思いますが、教科書に関しては、それでよろしいですよね。 
 
○事務局（企画政策課） 

教科書については、４年に１回変わっておりますが、無償で渡すことが法律で決まっており、
その選定については選定委員会を開催して決まっております。また、教科書は個人に与えられ
ますので、そこに書き込みをしたり、マーカーを引いたりするので、それを次の人にというの
は難しいところもございます。なお、パトリック委員からご意見がありました、リデュース・
リユースという考え方は進めていきたいと考えております。 
 
○パトリック委員 

もう１点、資料５の 9４番、私が提案した芝生駐車場についてです。平成 20 年から条例によ
り緑化を進めているとありますけれども、私は 3 年半ほど佐賀に住んでいて、緑化が進んだと
あまり感じていないのですが、足りない部分があるのではないかなと思います。 
 
○事務局（緑化推進課） 

⼀定規模以上の建築行為を行う場合は、「みどりあふれるまちづくり条例」により敷地の緑化
を定めています。提案された芝生駐車場は、敷地緑化の１つの手法であると考えており、駐車
場だけでなく、全体的な緑化という形で取り組んでいきたいと思っています。 
 
○五十嵐会⻑ 

質問の意図は、そういう取組の部分は分かるけれども、緑化は具体的に進んだのかというこ
とで、何か根拠となるようなデータはありませんか。 
 
○事務局（緑化推進課） 

数字的なものは持ち合わせておりませんが、建築を行う場合には、緑化計画書の提出を義務
づけており、それに基づいて実施していただいておりますので、極端な増加ということはない
かもしれないけれども、確実に進んでいると考えております。 
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○事務局（企画政策課） 
資料８の素案の６６ページになりますが、「市街地のみどりが増えて景観が良くなったと感

じる市⺠の割合」を今回、成果指標の１つに追加させていただいており、こういう数値を上げ
ていく努力もしていきたいと思っています。 
 
○パトリック委員 

みどりを増やすために専用の場所を作ることをしていますか。 
 
○事務局（緑化推進課） 

専用の場所となると、公園の整備等がそういった場所になろうかと思いますが、計画的に進
めております。 
 
○パトリック委員 

質問の背景としては、土地が限られている中で緑化の土地を増やすことは難しい部分がある
と思いますが、駐車場のすき間の場所に芝生を作ったら新たな土地は必要ないですが、公園を
作ったらその分の土地がなくなります。だから、すき間の土地を使って作った方がいいと思い
ますし、そういうことをやっていかなければ変わっていかないと思います。 

 
○五十嵐会⻑ 

コンクリートやアスファルトの剥き出しではなく、芝生などで緑化を推進するような施策を
求めているようです。総合計画の修正はないのでしょうか。 
 
○事務局（緑化推進課） 

佐賀市の緑化の問題点は、特に市街地の緑化推進でございます。今後、研究させていただき
たいと思います。 
 
○五十嵐会⻑ 

それでは次第の「答申案の承認について」に移りたいと思います。これまでの審議内容につ
きまして、事務局にまとめていただいております。その資料につきまして、委員の皆様にご確
認をいただき、最終的に答申とするものについて、ご意見がございましたら発言をお願いする
ことになります。それでは、事務局から説明をお願いします。 
 
○事務局（企画政策課） 
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 ＜資料により説明（資料６〜８）＞ 
 
○五十嵐会⻑ 

以上の説明ですが、何かご質問ご意見ございますか。 
 
○新井委員 

今更になりますが、ＩＣＴという言葉はちょっと古い考え方で、今は第４次産業革命、イン
ダストリー4.0 の時代に入り、ＡＩやＩｏＴ、ロボティクスを使ったオートメーションが主流
となっている中、まだＩＣＴと書かれていると少し時代錯誤的な感じがします。 
 
○事務局（企画政策課） 

ご意見ありがとうございます。資料 8 の素案の 12 ページ、1-2 活力ある商工業の振興のとこ
ろで、society5.0 やＡＩ、ＩｏＴを記載しております。今回、審議会からのご意見により見直
しを行った農業、林業、水産業の施策は、ＩＣＴという言葉で統⼀性を図っておりました。改
めて検討しまして、会⻑に相談させていただきたいと思います。 
 
○五十嵐会⻑ 

事務局、よろしくお願いします。他に何かございます。よろしいですか。それでは、ただい
ま確認できた内容をもちまして、この審議会から市⻑への答申にしたいと思います。なお、今
後、細かな文言修正など起こり得る可能性があると思います。そういう場合に調整が必要とな
りましたら、会⻑と副会⻑にご⼀任いただいてよろしいでしょうか。 
 
○委員 
 はい。 
 
○五十嵐会⻑ 

ありがとうございます。それでは皆様、貴重なお忙しい時間の中、審議会にご出席いただき、
ご意見を賜りまして、ありがとうございます。今回、大変多くの意見が委員の皆様からござい
ました。その全てが総合計画のまちづくりの方向性に反映できたかどうか、若干疑問が残る部
分もございますけれども、個別・具体的な意見や提案の中にも今後の市の取組にかなり参考と
なるご意見が多かったと私は理解をしているところです。審議会におきまして、委員の皆様か
らのいただいた意見は市としても重く受け止めていただいて、市政運営に反映させていただく
ことを期待しております。会⻑として議事進行がうまくいかなかったところもございますけれ
ども、皆様のご協力どうもありがとうございました。事務局にお返しします。 
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○司会 

五十嵐会⻑、進行ありがとうございました。委員の皆様におかれましては、ご議論いただき
まして誠にありがとうございます。本日の会議は以上となります。なお、市⻑への答申につき
ましては、今月 10 月 23 日の水曜日、午前 11 時から市役所本庁舎にて執り行う予定となって
おります。同席をご希望される方がいらっしゃいましたら、お帰りに事務局へ⼀言お声かけい
ただければと思います。それでは、最後に副市⻑の白井から⼀言皆様にお礼を申し上げます。 
 
○白井副市⻑ 

ご審議ありがとうございました。副市⻑の白井でございます。今回の総合計画の見直しは、
去る 7 月 8 日に諮問させていただきました。３か月間という短い期間で集中的に熱心なご議論
をいただき、最終的に答申としてまとめていただきましたこと、まずはお礼を申し上げたいと
思います。先ほどから委員のご意見にありましたように、形として出来上がったものの背景に
はいろんな思いや考え方がある、例えば、緑を増やす、またはうみ育てる、その背景にある深
い思いは私たちにとって大変参考となるご意見だったと思っており、最大限尊重させていただ
き、佐賀市のまちづくりに活かしていきたいと思っています。総合計画の将来像は「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。今回の委員のご意見にもありましたよう
に、佐賀市の特性や強みを活かしながら、元気で、暮らしやすく、そして笑顔が溢れるまちづ
くりに邁進していきたいと思っております。総合計画はそのための道標でございます。皆様方
と⼀緒になって、その実現に邁進していきたいと思っております。最後になりますけれども、
大変熱心にご審議いただきましたこと、本当にありがとうございました。同時に、私たちもこ
れからの市政運営に誠心誠意取り組んでいくことを固く決意を申し上げまして、私の挨拶とさ
せていただきます。皆様、本当にありがとうございました。 
 
○司会 

それではこれで閉会とさせていただきます。本日はどうもありがとうございました。 


