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１．開会 

 

２．議事 

・佐賀市総合計画 第２章及び第４章（案）について 

 

（１）｢2-1 総合的な防災・危機管理対策の充実｣について 

 

亀山委員 

防災行政無線の設置状況は 100％となっているか。 

 

事務局（消防防災課） 

防災行政無線については、23年に計画し、25年度末で第一期工事が終了した。第二期工事

は平成 30年を目処にデジタルの行政無線に変更しており、三瀬と川副支所管内を行うこと

としている。 

河川や土砂災害の危険な地区を中心に設置している。 

 

亀山委員 

北川副江上町には最近防災無線がついたが、他地域の設置状況をインターネット等で調べ

ても分からなかったため、気になっていた。了解した。 



 

中野委員 

平成 30年までで 100％になるのか。 

 

事務局（消防防災課） 

市の計画としては平成 30年ごろで終了とする。 

 

事務局（総務部長） 

補足すると、防災行政無線はすべて揃っており、デジタル化になるのが平成 30年ごろであ

る。 

 

中野委員 

防災無線は城内の近くを通っているのか、またその範囲はどの程度か。 

 

事務局（消防防災課） 

赤松小学校にあり、内水用には作っておらず、急な災害が起こる佐賀江川や山間部、一時

避難場所や公民館・小学校のどちらかなど緊急に知らせる必要がある場所を中心に設置し

ている。 

範囲としては、300ｍの範囲に知らせることができるが、赤松校区全部には行かない。防災

無線とは別にモーターサイレンがあり、1ｋｍの範囲に聞こえるため、有明海沿岸部に津

波・高潮用に設置している。 

 

山崎委員 

神野に住んでいるが、駅前は浸水する。非常に河川の排水が悪いため考える必要がある。7

月 9 日に大雨があり、床下浸水程度で済んだが、やはり集中豪雨の時の排水対策をきちん

としてほしい。 

 

荒木会長 

それについては、2-2で検討させていただきたい。 

 

森川委員 

P44の一番上の課題についてだが、原子力の災害の避難については、大規模災害・風水害・

新型感染等が起こったときの対策を講じるとあるが、住民の避難対策ではないのか。 

 

事務局（消防防災課） 

佐賀市地域防災計画を策定しているが、その対策には避難や行政が行うべきことも含まれ

ており、その全体を通して対策を講じることとしている。 

また、原子力についても、避難の項目を入れているが、今のところ国や県の対策は 30km圏

内ということになっているので、唐津市民の方を受け入れることとしている。避難計画と

しては、国からの命令があった場合は避難を行うということを記載している。 

 



森川委員 

受け入れ対策と、避難対策両方が含まれているということで了解した。 

 

 

（２）｢2-2 安全で美しい河川環境の適切な管理｣について 

橋本委員 

清掃活動と水に親しむというのは別次元の話ではないか。清掃活動と環境活動は分けて考

えたほうがよいのではないか。 

 

事務局（河川砂防課副課長） 

佐賀市内の平野部は、水路やクリークが縦横に広がっており、この莫大な量の河川清掃は

行政だけではまかないきれない実状があるため、市民の皆様の協力が必要である。市民の

方が、河川水路の清掃活動という河川環境の改善に取り組むことで、水に触れるなど水路

全体について身近なものとして水に親しんでいただきたいと考えている。 

 

荒木会長 

細かい事業としては、また別にあると考えられるため、理念としてはよいのではないか。 

 

橋本委員 

意味合いの取り方の違いであった。了解した。 

 

荒木会長 

2-1で出された山崎委員の浸水に関する意見についての回答をお願いしたい。 

 

事務局（河川砂防課） 

平成 20年以降浸水被害が佐賀駅周辺、佐賀大学周辺、西与賀など浸水が目立つ地域があり、

また頻度も増している。そういう実態を踏まえ、平成 24 年度、平成 25 年度で排水対策基

本計画を策定した。現状の浸水を完全になくすことは難しいが、浸水の時間を短くしたり、

浸水をしにくくしたりと言う対策を今後早急に行うという計画であり、今後、排水対策基

本計画に沿って取り組んでいきたい。 

 

山崎委員 

河川清掃は協力するが、高齢化で清掃できる者がいない。先日市長との懇談で話した結果、

幅が広く大きな川については、行政が行うが毎年はできないため 3 年に 1 回程度と言われ

た。しかし、葦が生えており、大雨の際は、流れが悪く非常に困っている。 

 

荒木会長 

排水対策基本計画の委員長をしたが、その点についても網羅されていると思う。 

 

事務局（建設部長） 

地域の高齢化が進み、河川清掃ができる人員が確保できなくなっている現状がある。佐賀



市としては、行政だけですべての川筋の掃除をして回るのは困難であり、市民の方の協力

が必要と考えている。河川清掃については、できる範囲での協力をお願いしたい。次の段

階としては若い人や子どもたちといった次の世代が、地域の河川清掃に参加・体験して地

域を自分たちの手で守っていくという機運を作っていかなければならないことを庁内会議

でも話している。自治会にお願いしアンケートをとり、地域の清掃活動への参加の状況に

ついて把握した上で、参加の呼びかけ等も積極的に働きかけていきたいと考えている。 

 

山崎委員 

了解した。 

 

 

（３）｢2-3 地域で守る生活者の安全確保｣について 

原委員 

文言についてだが、｢交通弱者である子どもや高齢者｣という部分だが、「交通弱者」には、

幼児や、認知・判断力が低下した高齢者、身体に障害を持つ者等は、通常期待される交通

上安全な行動をとることが困難であるから、その属性に着目して保護すべきという意が含

まれている。｢交通弱者｣の定義はあいまいな部分もあるため、子どもや高齢者に限定する

書き方では反感を持つ方もいるのではないかと考える 

 

事務局（生活安全課） 

｢交通弱者｣には、2つの意味があり、移動制約者と交通事故の被害に合いやすい人というも

のであるが、ここでは後者の意味である。 

ご指摘のように、交通上安全な行動をとることができる子どもや高齢者もいるが、平成 25

年中の県内の歩行者や自転車が関係した死傷者数を見てみると、幼児から高校生までが

34.9％、高齢者が 24.8％と大きなウエイトを占めている。このことから一般的に、子ども

や高齢者が交通被害にあいやすく、そこに対する交通安全の推進が必要であると考え、記

載をしている。 

 

荒木会長 

意味はそのようにとっていると思われるが、交通弱者である子どもや高齢者、と言う文言

について｢交通弱者｣を外しても通じるため、検討していただけないか。 

 

原委員 

「交通弱者」は定義がしっかりしておらず、警察でもあまり使っていない。この文言は、

外しても意味は分かると考えるため、意見させていただいた。 

 

荒木会長 

これについては、事務局に検討して頂くということでよいか。 

 

事務局（生活安全課） 

検討させていただく。 



 

荒木会長 

（ここから次の意見） 

背景について、消費生活に関する新たな問題について、どういうことが問題であるか分か

りづらいため、具体的な例示を入れてほしい。 

 

事務局（生活安全課） 

具体的な例示を盛り込むことについて、情報端末の普及や通信サービスの多様化というと

ころで、消費生活センターに寄せられる相談の中から、アダルトサイトなどに関する相談

が 23 年度から一番多くなっている。また、インターネットの回線契約に関する相談も 22

年までは 10 位以内には入っていなかったが、23 年以降、5、6 番目に多い相談となってい

る。高齢化に関連して、健康食品やリフォーム工事に関する相談は、25 年度に健康食品は

3位、リフォームが 5位となっているので、このあたりを盛り込むことは可能である。 

 

荒木会長 

詳細に記載する必要はないが、読んだときにピンとこない部分があったので検討をお願い

したい。 

 

事務局（生活安全課） 

検討させていただく。 

 

山崎委員 

最近は、高齢者でなく若い人もこういうトラブルに会うことも増えている。 

 

（４）｢2-4 計画的な土地利用の推進｣について 

 

（2-4については、質疑等なし。） 

 

 

（５）｢2-5 市民生活を支える総合交通体系の確立｣について 

原委員 

一般的に「交通弱者」とは、①交通事故に遭いやすい者、②移動制約者という意味から用

いられているが、①の意味で使用されることが多いため、一般市民の方が見たときに、移

動制約者という意味にとりづらい。 

 

荒木会長 

同じ文言が 2-3でも出てくるため、やはり混同する可能性がある。2-5の使い方は、一般的

にはわかりづらいのではないか。 

 

事務局（企画政策課） 

交通弱者と言う言葉は、定義が 2つあるということだが、P51には交通弱者と言う言葉を 2



箇所使用している。これまであまり疑いもせず、交通弱者と言う言葉を使っており、市の

公共交通ビジョンでも交通弱者と言う言葉を使っていた。今回、この指摘を受け、国や県

の関係報告書を調べたが、交通弱者と言う言葉はあまり使われていなかった。そのため、

交通弱者という表現は、｢移動手段を確保できない者｣や、それにかわる｢高齢者｣という表

現への変更を検討する。 

 

亀山委員 

市営バスの乗客は増やせないか。市民が活性化させるために立ち上がるべきだが、なかな

か自分が乗るだけではそうはならない。市営バスがなくなれば、小学生や病院へ通う人が

不便になってしまう。 

 

山崎委員 

高齢者は 100円で乗れる制度がある。しかし、1回乗り過ごすと 30分から 1時間待たなけ

ればならないため、市内を循環するバスの体系があればいいと思う。また、必ずバスセン

ターで乗り換えないといけない場合が多いので、乗り換え切符のようなものがあればと思

う。これらのバスの交通体系を考えていただきたい。 

 

事務局（企画政策課） 

交通局も民間の路線バスも、利用者がかなり減ってきており、それに伴いサービスも悪く

なる負の連鎖が起きている。市民の足というところで考えると、市民と行政が一体となっ

て利用を図るべきだと考えている。車社会のため、赤字路線が増えており、市営バスでは 5

路線は黒字だが、あとはすべて赤字となっており、不採算である。便数を増やすことも考

える必要があるが、路線バスではなくコミュニティバスで地域の足を確保することに取り

掛かっているところである。 

現在取り掛かっているところが三瀬、これまでも大和の松梅地区をやってきており、地域

の人と話し合いながら今後も検討していく必要がある。 

蓮池についても蓮池に行く人口が少ないため、路線を確保するということになると、難し

い部分がある。但し、市民の足を完全になくすということになると代替は必要と考える。 

また、バスセンターの乗り換えだが、佐賀駅バスセンターが中心になって、放射状になっ

ているためこのような体系をとっており、大和から川副に行きたいなど乗換えが必要な人

によっては不便をかけている部分がある。ただ、現在の体系が一番合理的と考えている。

ご指摘いただいた乗り換え切符などについては、要望があれば考えていきたい。 

 

山崎委員 

好生館の移転で金立や尼寺から来る人は乗換えが必要なため、乗り換え切符があると良い。

また、時間帯の連携があると良い。 

 

事務局（企画政策課） 

北部方面からは連携していないが、南部は好生館が移転したことによって連携しているバ

スを設置したところである。ただ、現状としては利用者が少ない。 

 



山崎委員 

その路線は料金も値引きすると新聞に出ていた。 

 

事務局（企画政策課） 

そこは料金を半額ぐらいにして、上限 300 円にしている。それでも乗る方がどれだけいる

かはわからない。今後、そういうことも考えていきたいと思う。 

 

荒木会長 

バスセンターを中心に放射状になっているが、循環型など経路の検討は専門的にやってい

るのか。 

 

事務局（企画政策課） 

環状線の要望があったが、採算が合わずに断念した。そういった要望については検討して

いるが、乗る方が少ないため赤字が増える恐れもある。 

 

荒木会長 

そこは合理的に科学的にアプローチするしかなく、そういう負の循環ではなく、ニーズを

掘り起こす発想で、例えばパーソントリップなどをやってみて科学的にアプローチすると

いった検討も必要なのではないか。 

 

山崎委員 

バスも大型ではなく、小さなバスを走らせてはどうか。 

 

事務局（企画政策課） 

いろんな調査や、バスの専用道路や LRT なども考えられるが、計画が行き着いていない。

市民の足ということで考えていかなければならないと思っている。 

 

田中委員 

私は富士町からであるが、バスをなくすのは、高齢者が大変であるのでコミュニティバス

を運用し高齢者の手助けをしてほしい。病院にかかる人については、送り迎えをしたりし

ていただいているが、高齢者はますます増加し、車に乗れない方が増えてくるため、バス

についても検討をお願いしたい。 

 

事務局（企画政策課） 

高齢者の日常生活に大きな問題となってくる。買物、通院、小学生の通学などは欠かせな

い移動手段であるため、それは確保したい。コミュニティバスやデマンドバスを地域の状

況に合わせた形でやっていきたいと考えている。 

 

 

（６）｢2-6 道路ネットワーク｣について 

橋本委員 



ユニバーサルデザインの定義について分からない点があった。歩道車道を一体化した場合

に、逆に車のためのユニバーサルデザインになっていたり、電動の車椅子で走られている

方が危険だったりしたため、ユニバーサルデザインの定義を教えてほしい。 

 

事務局（道路整備課） 

通常、ユニバーサルデザイン化というと、障がい者の方に限定されたバリアフリーではな

く、子どもや障がいを持たれた方などを含め誰もが利用しやすいということである。具体

的な例としては、横断歩道から歩道に上がるときの段差の縁石には 2 センチの段差をつけ

るということが国の基準であったが、佐賀市では、段差をつけないような縁石の開発をし

て普及をさせているところである。 

ただし、目の不自由な方はその 2 センチの段差を目印に歩いている場合もある。その場合

は縁石の上面に、ぶつぶつの突起をつけて、目の不自由な方にも分かるように整備してい

るところで、特に駅周辺は集中的に整備した。もともとバリアフリーを考えていたが、前

回の総合計画でバリアフリーだけではなく、ユニバーサルデザインとして、誰もが使いや

すいようにしたいというところでユニバーサルデザインとしている。 

冠水と道路に関してだが、先日の道路が広い範囲で冠水した件については、市民の皆様に

はご迷惑をおかけした。道路が冠水し車が通行すると波が立ち、家に入るという苦情もあ

ったので、できるだけ通行止めにするといった対策を行った。 

道路については、道路の排水としては側溝を整備する、維持管理をするなどで良くしてい

く必要がある。冠水をした場合、できるだけ短時間で排水できるように、日常的に維持管

理する必要がある。道路の構造上、根本的に冠水をどうにかするということは難しい。 

歩道は車道より高く整備するのが過去の国の基準であった。しかし、今はセミフラットで

車道と歩道をほぼ同じ高さにして、皆さんが走行しやすい道路を整備しており、そういう

ことで、ユニバーサルデザイン化を進めていきたい。 

 

橋本委員 

ハード面というのは難しいが、人とハードの両方が一体化する方法もあるのかなと思った。 

 

荒木会長 

ここで書いてあるユニバーサルデザイン化と言うのは、先ほど課長が説明された技術的な

もの、ハードとソフト両面のものが含まれている。 

 

原委員 

取り組み方針の部分だが、「道路の拡幅改良、歩道の整備、自転車走行空間の整備などによ

り、」という取組方針に係る記述を、「生活道路に関する快適で安全な諸対策（道路の拡幅

改良、歩道の整備、交通規制の実施）や自転車通行環境の整備などにより、」と文言を変更

し、警察が実施している諸対策の観点を盛り込んでほしい。 

それについては、生活道路という住宅の中の道路は、通勤通学の中で抜け道的に利用され

ている。 

ゾーン 30 という面で規制するところ、逆にライン 30 という線で規制をする活動を地域住

民の意見を反映し、また道路管理者、行政と行っているため、生活道路対策にはこういう



観点が必要ではないか。 

ハード面としては、生活道路対策として、わざと道が狭く見えるようなカラー舗装や、実

際に障害物であるハンプを置く等の物理的な対策をやっているものもあるので、そういっ

たものも含められたらと思う。 

連動して、2-6-1 だが、佐賀県は自転車が非常に多いため、「歩道の整備やユニバーサルデ

ザイン化など」という概要に関する記述を「歩道の整備やユニバーサルデザイン化のほか、

自転車通行環境の整備に配慮するなど」と文言を追加してもよいのではないか。 

 

荒木会長 

道路というハードだけではなく、警察と行政が行っていく運用の部分の整合ではないかと

いう印象を受けた。 

 

事務局（道路整備課） 

道路を作るうえで、交通安全は前提になるものだと思っている。道路がいくら良くなって

も、交通安全は、マナーや規制がうまく行かないと交通事故は減らせないと思っている。

2-3の中に、交通安全の推進ということで、ソフト・ハードを含めたところで、交通安全の

施策が上がっている。交通安全の推進と道路ネットワークの充実は切っても切れないもの

であるが、施策体系上、交通安全の推進の方で、規制や警察関係機関との連携を謳ってい

る。交通安全については道路ネットワーク充実でも検討させていただきたいが、現在、利

便性についての要望が多いため、基本的には交通安全を念頭に置きながら、ハードの部分

を中心に、整備をしていくという記述にさせていただいている。 

また自転車利用も多いが、なかなか自転車の走行空間の確保については進んでいない状況

のため、積極的に取り組む必要がある。自転車の社会実験を今週の月曜にどん 3 の森のと

ころで行った。自転車走行空間を確保するには、市内の道路を拡幅していくのが一番理想

的だが、建物があるため、現状の限られた道路幅でどのようにしてすみ分けをしていくか

の検討を進めていく必要がある。車に少し遠慮してもらい、自転車のマナーアップに向け

たハード・ソフト面からの検討が重要な課題である。 

 

 

荒木会長 

2-3と、2-6の両方あるので 2-3に少しハード的なものを書くということもありえるのかな

とおもった。2-3と、2-6あわせて検討をお願いする。 

 

事務局（道路整備課） 

検討させていただく。 

 

 

（７）｢2-7 安全で快適な住環境の充実｣について 

中野委員 

成果指標の市営住宅の建替えによる老朽化住宅の改善率は現在が 21.7％、2019年が 60.8％

と 40％近く伸びがあるが、大丈夫なのか。 



 

事務局（建築住宅課） 

市営住宅の建替えによる老朽化住宅の改善だが、市営住宅の建替えは計画的にやるので達

成できると考えている。 

 

亀山委員 

成果指標に、○○と感じている市民の割合とあるが、これは市民意向調査の結果か。 

 

事務局（建築住宅課） 

市民意向調査の結果の数値である。 

 

荒木会長 

市営住宅だけでなく、一般の住宅に関しても市は事業を行っているので、両面で記載があ

るということか。 

 

事務局（建築住宅課） 

21.7％から将来の 60.8％は、市営住宅について記載しており、その１段上の指標は民間も

含め佐賀市内の住宅を対象にした数値である。 

 

 

（８）｢4-1 地域にやさしい低炭素社会の構築｣について 

橋本委員 

P71の目標値の見方を説明していただきたい。 

 

事務局（環境政策課） 

温室効果ガス排出量の数値についてだが、成果指標と目標値は、平成 22年に佐賀市が地球

温暖化対策地域推進計画で示した数値である。これは当時の国の策定目標であるが、昨年

その策定目標を見直しているので、この数値を再度国の基準に合わせて見直したいと考え

ているため、1990年比を 2007年比で見直し、2013の基準値を 118.5、2019の目標値を 101.2、

将来目標値を 98.7とすることを検討している。 

 

橋本委員 

了解した。 

また、背景の部分であるが、温室効果ガス増大の要因に、パソコン等 OA機器の拡充とある

が、それよりも自動車関係をいれたほうがよいのではないか。 

 

事務局（環境政策課） 

自動車の保有台数の増加がエコカーへの乗換え以上に大きいため、温室効果ガスの増加要

因に自動車台数の増加を例として追記する。 

 

橋本委員 



P72の取り組み方針についてだが、4-1-2について、もう少し市の方針をアピールしたらど

うか。 

なかなかイメージがつかめなかった。なぜこのような表現なのかを教えてほしい。 

 

事務局（環境政策課） 

対策事例や具体的な行動指針を入れたほうが良いという意見だと思うが、4-1-1については

事例をいれてわかりやすくする。また、4-1-2については省エネや創エネなど文言を追加し

たい。再生可能エネルギーについては市民の皆さんへ浸透していないため、市民や事業者

に発信する旨を加える。 

 

事務局（環境部長） 

補足すると、4-1-1に省エネを、4-1-2に創エネを具体的に示したい。 

また、指標については地域における温暖化ガスの排出量については今回高いレベルで指標

を設けた。市内の温室効果ガスの排出量は、計算上、電力会社の燃料供給が化石燃料にな

ったことによって押し上げられる。行政や市民の努力と連動していないこともあるため、

数値は、市民の電力使用量など、市民によりわかりやすいものを採用できないか、検討す

る。 

 

荒木会長 

4-1-4の環境学習についてはどうか。 

 

事務局（環境政策課） 

環境学習は子どもだけではなく、大人の方も対象に佐賀環境フォーラムや出前講座をやっ

ているので、これについては原案通りとさせていただきたい。 

 

荒木会長 

4-1-1 もそうだが、「情報提供等」では、イメージがつきにくい。しかし、市はイメージを

たくさん持っていると思われるため、それを積極的に記載したらどうか。 

 

 

（９）｢4-2 持続可能な循環型社会の構築｣について 

事務局（循環型社会推進課） 

他分科会の委員の方から【課題】の３点目「小型家電からの有用金属の回収等、・・・」と

いう取組について、市がどの程度関与している（できる）のか教えてほしい、という質問

であるが、平成 25年 4月に施行された小型家電リサイクル法に、市町村の責務として、市

民が出した不燃ごみを抜き出して分別すること、また、分別した小型家電を国が定めた適

正な事業者に渡して再利用することが規定されている。法律の目標として、平成 28年 3月

までに国民一人当たり 1キロの小型家電の回収を目指している。 

もうひとつの質問は、4-2-2 事業系ごみのリデュースとリユース・リサイクルについて「事

業所訪問等により、３Ｒ推進パートナー制度の…」という取り組みについて、特に、全国

チェーンの大手レストランに循環型やリデュースの法的義務をつけることはできないかと



いうことである。 

これも、平成 20年 4月に食品リサイクル法による発生抑制を行うため、食品関連事業者に

対して、廃棄物の発生抑制目標値を定め、努力義務を課している。目標値については、業

種ごとに段階的に設定している。この取り組みは、農林水産省を中心に取り組んでいるた

め、市はそれをバックアップして周知などに努める。 

 

事務局（企画政策課） 

この意見については、質問をいただいた委員にも回答させていただく。 

 

荒木会長 

4-2-3についてだが、環境に配慮した安全で効率的な施設の維持管理を行うとあるが、どこ

の何の施設かを教えてほしい。 

 

事務局（循環型社会推進課） 

佐賀市は今年 4 月にゴミ処理施設の統合をした。佐賀市は諸富と三瀬を除いたものはすべ

て、高木瀬の清掃工場で行っている。この清掃工場について記述しているが、主語がない

ため追記する。 

 

荒木会長 

目標値の表だが、この下部の※の但し書きがよく分からなかったので説明をお願いしたい。 

 

事務局（循環型社会推進課） 

今年度中に、環境基本計画と一般廃棄物処理基本計画を作成する予定であるため、この計

画と連動して目標値を確定させることとする。現在の 2013年の基準値については、この値

ではなく、1,038が基準値となる。これについては、住民登録の一人当たりの分母が、外国

人の数も入れるようになったため、再計算すると、1,047となった。これをもとに、目標値

を作成しているところである。リサイクル率も現在は 15.5％となっているが、17.4％であ

る。 

 

荒木会長 

それでは、この※の但し書きは、最終的な案では削除されるということで良いか。 

 

事務局（循環型社会推進課） 

後日お示しさせていただきたい。 

 

 

（１０）｢4-3 暮らしに身近な生活環境の向上｣について 

（他分科会委員からの質問） 

事務局（上下水道局） 

質問の内容としては、「水道水取水口（多布施川河畔）で、多布施川河畔の樹木の消毒は県

の管轄であるが、市の取水と県の消毒は連係できる関係かどうか、安全のために教えてほ



しい。」というものである。 

回答としては、連携はとっており、樹木の消毒作業が行われる前に作業の都度連絡を受け

ている。また、消毒の際には、できるだけ多布施川に薬剤が流れ込まないように、河川と

逆向きに作業をお願いしている。 

また、消毒があったときには、浄水場の水処理についても、有機物を除去するため、活性

炭を通常よりも多めにいれている。 

（なお、多布施川河畔公園は佐賀市の都市公園で位置づけているため、市で消毒を行って

いる。） 

 

荒木会長 

P76の課題や 4-3-4について、下水処理施設の適切な利用を市民に啓発していくとあるが、

この意味を教えていただきたい。 

 

事務局（上下水道局） 

下水の処理については、4つの処理方式があるが、下水に流す際には、油分をできるだけ流

さないということについて適切な処理をお願いしたいということである。 

 

荒木会長 

市民に啓発というところで、実際市民はなにを求められるのか。 

 

事務局（上下水道局） 

市民の方には公共マスなどの清掃を 1 ヶ月に 1 回実施することについてお願いをしている

ため、そういう部分も含めた内容となっている。 

 

中野委員 

実際どれくらいの方が公共マスの清掃をされているか。実際は、半年も一年もされていな

いところが多いのではないか。 

 

事務局（上下水道局） 

実際どの程度か数値を把握していない状況。しばらく掃除をしない状態になると、詰まっ

てしまって流れなくなるため、掃除をしていただきたい。 

 

荒木会長 

書きぶりがわかりにくいところがある。公共下水道から合併処理浄化槽まで多様だが、｢施

設の整備や維持管理を実施するとともに、適切な利用を市民に啓発する｣という記述から、

公共下水道の終末下水処理場という大きな施設の意味にとってしまった。 

そのため、市民の油の処理など例示を入れるといいと思う。 

 

事務局（上下水道局） 

検討させていただく。 

 



 

（１１）｢4-4 都市のみどりと美しい景観｣について 

原委員 

犯罪機会論というものがあるが、犯罪の機会とは、犯罪が成立しそうな雰囲気のことであ

る。背の高い植え込み等で外部から見えにくい環境の公園は犯罪を誘発する危険性がある。

女性でも男性でも、そういう公園には夕方から夜は入っていきたくないものだ。そういう

公園に引きずり込まれたら、外から全く見えない危険性がある。公園の景観と安全は一致

する部分があるため、両立する計画を作っていただければと要望する。立正大学の小宮信

夫教授が詳しい書籍など出されているので、そういったものを取り入れてもよいのではな

いか。 

 

事務局（緑化推進課） 

公園の中の緑の考え方については、時代とともに変化してきている。以前までは公園の外

周を高い木で囲み、隔離された空間をつくるというのが一般的な手法であった。時代とと

もに、防犯に対する考え方や公序良俗を守るという観点から、現在はオープンなものに変

わっている。例えば、市役所の南側の公園を例に取ると、以前はツツジなど花木を植えて

いたが、現在は花を植えている状態になっている。新規で整備する場合は、犯罪やいたず

ら防止の視点を盛り込み、できるだけオープンなものにするのが前提と考えて取り組んで

いるので、この表現でいかがか。 

 

荒木会長 

防災機能と合わせた整備という部分に、安全という言葉を加えることは可能なのではない

か。 

 

原委員 

市民に対して公表される計画であれば、そういったことも考えている旨アピールしたらど

うか。 

 

事務局（緑化推進課） 

指摘の点も踏まえてどこまで反映するのかを検討する。 

 

荒木会長 

公園や緑への考え方が変わっているということは、なかなか市民には見えにくいため、防

災や安全について積極的に記述してもよいのではないか。検討をお願いする。 

 

荒木会長 

数値目標についてだが、「屋外広告物許可割合」とはどういうものか、定義を教えてほしい。 

 

事務局（都市デザイン課） 

屋外広告物許可割合というのは、屋外広告物は原則として許可を受けていただく必要があ

る。現在許可している広告物はまだまだ少なく、佐賀市内にある屋外広告物の実態調査を



平成 24年に行って把握をしているが、それに対する許可の割合を指標として設定したいと

いうことである。 

 

荒木会長 

無許可の分の屋外広告物も含めた全体が分母で、許可が出されているものが 26.9％という

ことで、将来的には 100％にしていくということでよいか。 

 

事務局（都市デザイン課） 

その通りである。 

 

 

荒木会長 

２章の頭から、ざっとおさらいだけするが、何かお気づきの事があれば意見をお願いした

い。 

P47「2-3地域で守る生活者の安全確保」の数値目標に「交通事故発生率（人口 10万人当た

りの交通事故件数）」が記載してあるが、佐賀市は一般的に高いと思う。この目標値が、妥

当かどうかはわからないが、全国平均はどの程度なのか。 

 

事務局（生活安全課） 

平成 24年の人口 10万人当たりの交通事故の発生率で比較すると、佐賀市の場合、1,374件

と 5 年前と比較すると、5.4 ポイント増加しており、全国平均と比較すると約 2.64倍とな

っている。 

平成 24年の全国は 525件である。 

 

荒木会長 

現在でも平均は超えており、将来でも全国平均をはるかに上回った目標となるのか。 

 

事務局（生活安全課） 

佐賀市における平成 36 年の目標としては、県の平成 24 年度の水準値と考えている。佐賀

県の平成 24年度が、1,073件で市と比較すると、市が 1.28倍であり、何とか県の水準まで

は持っていきたいと考えている。 

 

山崎委員 

トラック協会の話では、佐賀県の人が起した事故ではなく、佐賀県で起こった交通事故の

数と聞いた。 

 

原委員 

人口 10万人当たりという比較方法では、東京辺りで車に乗って移動する人の数を考えれば、

必ず東京の方が低くなる。そのような意味では、郊外型の県の方が、この比較方法では非

常に不利になるという面もある。実際、佐賀県は、追突事故が多いという現状もある。 

 



荒木会長 

全国平均が 500 件と聞くと、佐賀市の目標数値はもう少し頑張って低く設定できないのか

と思うが、それには何かあるのか。 

 

事務局（生活安全課） 

東京と比較すると、地方都市の佐賀市では、公共交通機関が少なく、必然的に交通事故発

生率が高くなるとは思う。県の水準まではもっていきたいと考え設定している。 

 

原委員 

全国の統計として公表されている以上は、指標として用いるのは仕方ないと考えるが、目

標値が全国平均の 2倍位になるのが、目標として適当かというと非常に難しい。 

 

荒木会長 

前回の総合計画でも、同様の指標だったのか。 

 

事務局（企画政策課） 

前回の総合計画でも掲載している指標である。目標値を設定する場合、毎年数値を確認し、

なぜ達成できなかったのか、または達成できたのかを検証している。そのため、あまりに

もかけ離れた数値であると、今後の改善方策が立てられなくなる。現実に近い形で目標値

を設定する必要があると考えている。交通事故発生率の場合、全国平均近くとなると、現

実的にはかなり厳しい。 

 

荒木会長 

実現可能な、目標値とせざるを得ないということなのだろう。数値等に驚きの感想を持っ

たが、事務局の考えは理解した。 

 

橋本委員 

P76「4-3 暮らしに身近な生活環境の向上」の「4-3-2 生活に密着した環境問題の改善」概

要に、空き家等の適正管理とあるが、空き家とは、所有者が明確な空き家なのか、または

所有者の所在が不明な空き家なのか。所有者が明確であれば、適正管理も可能なのだろう

が、所在者が不明な場合、適正管理という表現はどうなのだろう。 

また、ペット類の適正飼育に関しても、現在、ペット類よりも野良猫などが問題であるが、

その辺りは、市民への啓発という記載のみでよいのだろうか。 

 

事務局（環境政策課） 

空き家等については、人が住んでいない空き家と空き地が前提となる。佐賀市外に居住し

ている所有者にも適正管理をお願いしていくという意味も含めている。 

地域猫（野良猫）については、餌やりに関する苦情もあり、市民への啓発のほか、地域猫

の避妊去勢手術の助成等を行っている。 

 

荒木会長 



ここで記載しているということは、空き家等の問題は、苦情が多いと考えてよいのか。 

 

事務局（環境政策課） 

苦情も多く、昨年「空き家等適正管理条例」を制定し、それに基づいて危険な家屋等につ

いては、特に指導・勧告、あるいは命令等による行政代執行まで行う条例とし、苦情等に

関する対策をしていることもあり、特にここで記載している。 

 

 

３．閉会 

 

 

○次回について 

 平成２６年８月７日（木）１７時半～１９時半 

 

 


