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1 意見

資料2

P8

２ 計画策定の背

景②

「計画策定の背景①［人口］」において、

人口の減少傾向が示されているが、積極的

に人口増加をめざすという方向は打ち出せ

ないか。

様々な施策を推進し、市の総

合力を引き上げることで、人

口減少の抑制を図っていきた

い。

ご意見については、P3「２ 計

画策定の背景」において、人

口問題に対する様々な取組が

必要となる旨を追記する方向

で検討する。

企画政策課

溝西由宇子

（保健福祉）

◎分科会意見等　一覧表（総合政策分科会）

［資料1 Ｐ４］

■人口構造の変化に伴い顕在化

する諸問題

　また、都市部への人口集中は

続くものと考えられ、地域間で

福祉や教育などの暮らしに関す

る水準や経済活動の格差が拡大

することが懸念されています。

　さらに、一部の地域では過疎

化が進行していくものと考えら

■人口構造の変化に伴い顕在化

する諸問題

　また、都市部への人口集中は

続くものと考えられ、地域間で

福祉や教育などの暮らしに関す

る水準や経済活動の格差が拡大

することが懸念されています。

　そのため、様々な取組により

人口減少の抑制を図ることが必

H26.8.4 第２回総合政策分科会

2 意見 4

２ 計画策定の背

景

人口増加をめざすことを明確にすべきでは

ないか。そのような視点に立てば、市は

もっと婚活に力を入れるべきである。

基本構想、基本計画全体を通

じて成果を向上させるために

は、人を増やす取組が必要で

あり、必然的に物事は解決し

ていくものと考える。

同上 企画政策課

杉山利則

（経済産業）

③沿革

　1871年（明治4年）に廃藩置県

が行われ、同年に松浦郡伊万里

③歴史・沿革

　「さが」が歴史に登場したの

は、「肥前国風土記」によれ

ば、日本武尊が九州御巡幸の

時、この地に楠の大樹が繁り栄

えているのをみて「栄の国」と

仰せられ、「佐嘉郡（さかのこ

おり）」と呼ばれたとあり、佐

賀という地名となりました。

　江戸時代には鍋島氏が佐賀藩

化が進行していくものと考えら

れ、地域に暮らす人々が地域の

コミュニティ機能を高めていく

ことが重要となっています。

人口減少の抑制を図ることが必

要となっています。

　さらに、一部の地域では過疎

化が進行していくものと考えら

れ、地域に暮らす人々が地域の

コミュニティ機能を高めていく

こと が重要となっています。が

求められます。

3 意見 4

２ 計画策定の背

景

(2)わがまちの姿

③沿革

「沿革」に歴史的特性を追加してほしい。

本市のバックボーンは歴史的

に藩政時代に見出せる。「沿

革」は行政の仕組みの流れを

記載しているものなので、歴

史的風土について数行加えて

はいかがか。

追記する。

が行われ、同年に松浦郡伊万里

に県庁が置かれましたが、翌

1872年（明治5年）には佐賀県と

改称し県庁を佐賀に移しまし

た。その後、長崎県に合併しま

したが、1883年（明治16 年）に

は佐賀県として分離独立し、現

在の佐賀県が成立しました。ま

た、佐賀市は1889年（明治22

年）に市制を施行し、佐賀県の

県庁所在地となりました。

　江戸時代には鍋島氏が佐賀藩

を治め、幕末には製鉄、加工技

術、大砲、蒸気機関、電信など

の研究や開発、生産を行い、最

も近代化された藩の一つとな

り、明治維新期に日本の近代化

を推進した多くの人材を輩出し

ました。

　 1871年（明治4年）に廃藩置県

 が行われ、同年に松浦郡伊万里

 に県庁が置かれましたが、翌

 1872年（明治5年）には佐賀県と

 改称し県庁を佐賀に移しまし

 た。その後、長崎県に合併しま

 したが、1883年（明治16 年）に

 は佐賀県として分離独立し、現

 在の佐賀県が成立しました。ま

た、佐賀市は1889年・・・

企画政策課 田中善郎

4 意見 11 （１）基本理念

②安心して暮らし続けることができる地域

社会へ！

少子・高齢化が進む社会において活力ある

地域づくりを推進していくためには、次世

代の育成がその土台とな るり、更に市民の

安心・安全を確保することが何より重要で

す。

「少子・高齢化」というキー

ワードが頻繁に使われている

が、現在の高齢化と少子化は

来る原因を異にするものであ

る。したがって、このワード

が一括して泳ぐのは危険。

未来を見据えた佐賀市にする

ためには、きちんと「少子化

対策」を柱にしなければなら

ない。この見立てをすれば、

自ずと高齢化の対応は付随し

てくるのでは。

次世代育成は、基本理念の①

～⑤全てにおいて重要な観点

となるため、P13の将来像にお

いて、次世代育成の趣旨を盛

り込むこととしたい。

（２）将来像

　このような将来の姿の実現に

向けて、市民や行政が相互に絆

を深め、知恵と工夫を結集する

ことで、新たな未来を築きあげ

ます。

（２）将来像

　このような将来の姿の実現に

向けて、市民や行政が相互に絆

を深め、知恵と工夫を結集する

 ことでとともに、次世代の育成

を進めることで、新たな未来を

築きあげます。

企画政策課

溝西由宇子

（保健福祉）
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5 意見 11 （１）基本理念

②安心して暮らし続けることができる地域

社会へ！

「本市では、低平地という地勢に加

え・・・」とあるが、合併によって山間部

まで含まれるため、山間部の土砂災害も加

えて欲しい。

追記する。

　本市では、低平地という地勢

に加え、近年、集中豪雨の増加

に伴う内水氾濫への対応が急務

になっています。

　本市では、近年、集中豪雨の

増加に伴い、低平地である平野

部の内水氾濫への対応や山間部

の土砂災害の防止対策が急務に

なっています。

企画政策課 岩田雅予

6 意見 12 （１）基本理念

中心市街地と福祉・子育ての連携など、施

策の縦割りではなく、機能的な結びつきを

基本計画は分野別の施策とな

るため、その上位となる基本

構想の基本理念部分におい

④　地域の個性を磨き、自立し

たまちに！

　このような中、健全な行財政

基盤の確立とともに、これまで

以上に地域が自主性・自立性を

④　地域の個性を磨き、自立し

たまちに！

　このような中、健全な行財政

基盤の確立とともに、これまで

以上に地域が自主性・自立性を 企画政策課

藤野兼治

（経済産業）

6 意見 12 （１）基本理念 策の縦割りではなく、機能的な結びつきを

考えることも重要ではないか。

構想の基本理念部分におい

て、ご意見の趣旨を反映した

い。

以上に地域が自主性・自立性を

持って、知恵と工夫を最大限に

発揮していくことが必要です。

以上に地域が自主性・自立性を

持って、知恵と工夫を最大限に

発揮しながら、総合的な視点に

立ったまちづくりを進めていく

ことが必要です。

企画政策課

（経済産業）

7 意見 13 （２）将来像

以下の趣旨の文章を挿入する。

「大都会暮らしの人がリタイア後に、全国

的に見て、自然災害が少なく、交通の利便

性が良く、住環境が豊かで幸せに暮らせる

場所として（田舎暮らしを求める為）九州

一の大都会福岡市に隣接した本市に進んで

移住する優遇策を設定し、人口流入で税収

アップに努める。」

大都市圏には、住みやすい地

方への移住を求める人が多い

と思われるため。

将来像は、個別の事業的な施

策の表現ではなく、全体を包

み込む表現でまとめている。

ご意見の趣旨は将来像に包含

しているので、個別具体につ

いては、別の部分で盛り込め

るか検討する。

企画政策課 江頭邦弘

■将来像（案）

案１をもっと分かりやすくし

⇒番号1、2のとおり、「計画策定の背景」に課題認識

を記載し、様々な施策を推進し、市の総合力を引き上

げることで、人口減少の抑制を図っていきたい。

⇒第２回分科会において、まず内容について審議す

8 意見 13 （２）将来像

■将来像（案）

案１「人と自然を育み　未来につな ぐがる

しあわせ実感都市　さが」

案１をもっと分かりやすくし

てはどうか。（あまりに

キャッチ的で意味をつかみに

くいため）

保留 企画政策課

溝西由宇子

（保健福祉）

9 意見 19

（４）土地利用

【拠点】

　■中心拠点

「高次都市機能」の意味が分からないた

め、説明を加えて欲しい。

参考資料の用語集に解説を加

える。

―

●高次都市機能

　日常生活を営む圏域を越えた

広範な地域のたくさんの人々を

対象にした、質の高いサービス

を提供する機能のこと。

企画政策課 小寺春代

（４）土地利用

「有明佐賀空港」と「ノリ養殖業」の間に

下記を挿入。

「既に飽和状態にある福岡空港の代替とし

ここでは、土地利用の法規制

に基づいて記載している。現

⇒第２回分科会において、まず内容について審議す

る。

10 意見 20

（４）土地利用

Ⅴ）川副地域拠

点

「既に飽和状態にある福岡空港の代替とし

て、又アジア向けLCC航空の増便・増設、

諸外国への輸出入での航空貨物取扱倉庫の

整備等での雇用増大も見込めるため優良農

地で有っても、土地規制を緩和する必要が

ある。」

に基づいて記載している。現

状の法規制から農地を守ると

いう土地利用方針を基本とす

る必要があるため、このまま

の記述としたい。

企画政策課 江頭邦弘
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11 意見 20

（４）土地利用

Ⅴ）川副地域拠

点

「市の支所や・・・・・を中心に」の後の

「大規模な住宅地が形成されている。」を

削除

川副地域の従来の中心部（南

川副）は道路が狭く、空き

地・空屋が多く、人口減少に

拍車がかかっている。

旧市内、諸富に近い北部方面

が大型の店舗等もでき、住宅

建設、アパートの建設で増加

傾向が見られる。

他の地域より人口が集積して

いるための表現であるが、ご

意見を踏まえ記述を改めた

い。

Ⅴ）川副地域拠点

　本市の南部に位置する川副地

域は、佐賀県の空の玄関口であ

る有明佐賀空港を有し、また、

ノリ養殖業が盛んな地域であ

り、市の支所や教育施設などの

公共公益施設を中心に大規模な

住宅地が形成されています。

Ⅴ）川副地域拠点

　本市の南部に位置する川副地

域は、佐賀県の空の玄関口であ

る有明佐賀空港を有し、また、

ノリ養殖業が盛んな地域であ

り、市の支所や教育施設などの

公共公益施設を中心に 大規模な

比較的規模が大きな既存の住宅

地が形成されています。

企画政策課 江頭邦弘

12 意見 29 1 第１章すべて

第１章の施策の並びは、何故観光が一番目

なのか。産業別に第１次からでもよいので

はないか。

経済産業分科会で議論する。 企画政策課 五十嵐勉

はないか。

13 意見

95

98

100

102

6 第６章すべて

目標値の設定の根拠、基準値の分母と分子

とした対象を付記する。

調査、アンケートの信頼性を

より高めるには必要だと考え

る。

出典や根拠を示し、注釈を付

けるなど分かりやすく記載す

る。どこまで詳しく記載する

かは検討したい。

企画政策課 岩田雅予

14 意見 99 6 2 情報共有の推進

情報のツールとして市報やホームページは

時代遅れではないか。ＳＮＳなど、若い世

代への対応を記載できないか。

記載内容について検討する。

■取組方針

6-2-1広報の充実

　市報やホームページ等のほ

か、メディアや情報紙等の広報

媒体を組み合わせながら、きめ

■取組方針

6-2-1広報の充実

　市報やホームページ 等のほか

ＳＮＳ等を活用し、メディアや

情報紙等の広報媒体を組み合わ

秘書課 五十嵐勉

⇒市民意向調査の概要については、「基本計画（分

野別）の見方」（P25）に追記し、出典や根拠、注釈は

第１次総合計画のような形で付記する。

代への対応を記載できないか。

媒体を組み合わせながら、きめ

細かな情報発信を行います。

情報紙等の広報媒体を組み合わ

せながら、きめ細かな情報発信

を行います。

15 質問 100 6 3 人権尊重の確立

「差別意識は全体として解消の方向と進ん

でいます」とした根拠は？

差別する側・受ける側の双方

にアンケート調査を実施し、

差別意識や体験が減少傾向と

の結果が出ているため。

人権・同和政

策課

岩田雅予

16 意見 101 6 3 人権尊重の確立

人権の侵害や尊重の前に、人権の「理解」 人権を理解する市民が増えれ

「取組方針」の中に、「人権

についての理解を進める」と

■取組方針

　すべての市民が人権を侵害さ

れることなく、人権が尊重さ

れ、ともに支え合い、ともに生

きる「共生社会の実現」に向

■取組方針

　すべての市民が人権について

の理解を深め、人権を侵害され

ることなく一人ひとりが尊重さ

れ、ともに支え合い、ともに生

人権・同和政

徳永浩16 意見 101 6 3 人権尊重の確立

人権の侵害や尊重の前に、人権の「理解」

が必要と思う。

人権を理解する市民が増えれ

ば、人権侵害を起こさない。

についての理解を進める」と

いう旨の表現を追加する。

きる「共生社会の実現」に向

け、生涯を通しての人権啓発と

同和問題の解決に向けた取組を

進めます。

れ、ともに支え合い、ともに生

きる「共生社会の実現」をめざ

し、生涯を通しての人権啓発と

同和問題の解決に向けた取組を

進めます。

人権・同和政

策課

徳永浩
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17 意見 102 6 4

個性と能力を発

揮できる男女共

同参画社会の実

現

国も女性の登用を推進している。佐賀市で

も積極的な女性の登用という記載をもう少

し強めてもよいのでは。

市役所では監督職への女性登

用について数値目標を定めて

おり、その計画とも併せて検

討したい。

■取組方針

6-4-1男女共同参画の促進

　市民への意識啓発や審議会等

への参画率の向上など、社会の

あらゆる分野への女性の参画を

推進します。また、企業などに

対しては、ワーク・ライフ・バ

ランスの推進に向けた働きかけ

を行います。

■取組方針

6-4-1男女共同参画の促進

　市民への意識啓発や審議会等

への参画率の向上など、社会の

あらゆる分野への女性の参画を

推進します。 また、企業などに

対しては、女性の活躍を推進す

るために、管理職への登用や職

域の拡大など、自主的かつ積極

的な取組の促進とワーク・ライ

フ・バランスの推進に向けた働

きかけを行います。

男女共同参画

課

五十嵐勉

【課題】 【課題】

18 意見 103 6 4

個性と能力を発

揮できる男女共

同参画社会の実

現

【課題】

「被害者が相談しやすい環境づくり」の後

に、「被害者を守る環境づくり」を進めて

いく旨を追加する。

警察や児童相談所へ相談した

人達の中には、相談後の支援

が不足することで、生命を脅

かされている人がいることを

忘れてはいけないと考える。

相談を受け付けた以上、その

後の命を守る視点と支援を両

輪で実行しなければ効果は期

待できないと考える。

被害者を守るため、庁内、関

係機関や団体との連携を図っ

ているところである。具体的

にどのように追記するか担当

課と検討を行いたい。

【課題】

セクハラやＤＶに関する正しい

知識の啓発を行うとともに、被

害者が相談しやすい環境づくり

を進めていく必要があります。

■取組方針

6-4-2女性の人権の確立

社会の様々な場面や機会を捉え

て、男女平等や女性に対する暴

力防止など、女性の人権の確立

に向けた啓発に取り組むととも

に、相談事業の充実に努めま

す。

【課題】

セクハラやＤＶに関する正しい

知識の啓発を行うとともに、被

害者が相談しやすい環境づくり

を進めていく必要があります。

また、状況に応じて関係機関と

連携し、相談者の安全を確保す

るための支援を行う必要があり

ます。

■取組方針

6-4-2女性の人権の確立

社会の様々な場面や機会を捉え

て、男女平等や女性に対する暴

力防止など、女性の人権の確立

に向けた啓発に取り組むととも

に、相談事業の充実を図り、相

談者の実情に応じた支援を行い

ます。

男女共同参画

課

岩田雅予

ます。

19

そ

の

他

107 7 2

財政の健全性の

確保

―

【佐賀市からの報告】

成果指標の基準値の確定に伴

う修正

―

■成果指標

実質公債比率

現在 基準値（2013）　5.7%

将来 目標値（2019）　6.0%

将来 目標値（2024）　5.5%

■成果指標

実質公債比率

現在 基準値（2013）　5.6%

将来 目標値（2019）　5.0%

将来 目標値（2024）　4.5%

財政課 ―
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