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佐賀市総合計画審議会（第２回総合政策分科会） 会議録 

日時 平成 26 年 8 月 4 日（月）9 時 58 分～11時 24 分 

場所 アイスクエアビル５階大会議室 

出席者（委員） 相原宏、五十嵐勉（分科会長）、岩田雅予、江頭邦弘、古賀久貴、小寺

春代、副島准一、田中善郎、德永浩、馬場﨑直子 

※敬称略、50音順 

出席者（事務局） 佐賀市（松尾企画調整部長、山﨑市民生活部長、喜多協働推進課長、

江頭秘書課長、長谷川人権・同和政策課長、片渕男女共同参画課長、

古賀財政課長、池田人事課長、増田議会総務課長、元松総務法制課参

事、大城企画政策課長、西企画係長、横田行政評価係長、白濱主査、

小野原主査） 

パシフィックコンサルタンツ（中野、石丸） 

会議の公開又は非

公開の別 

公開 

傍聴者 ０名 

担当部署 佐賀市 企画調整部 企画政策課 

企画係 担当：白濱 

℡：０９５２－４０－７０２５ 

E-mail：kikakuseisaku@city.saga.lg.jp 

１．開会 

 

○五十嵐分科会長 

本日の進め方としては、まず、第１回分科会で出された意見に対する修正等について、

事務局から説明を受ける。その後、本分科会が担当する「基本構想、基本計画の第 6 章と

第 7 章」全体を通した審議を行う。 

 

２．議事 

 ・第２次佐賀市総合計画（案）について 

 

【要旨】 

（１）前回意見に基づく審議 

意見等一覧 19番 

○事務局（財政課） 

P107 の成果指標の実質公債費比率だが、原案では、基準値（2013）5.7%、将来目標値（2019）

6.0%、将来目標値（2024）5.5%とし、欄外に、「※現時点ではいずれの成果指標の基準値も
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把握できていないため仮設定」と表記していた。しかし今回、2013 年の決算で値がほぼ固

まったため、これに基づいて成果指標を修正した。新しい成果指標は、現在基準値（2013）

5.6%、将来目標値（2019）5.0%、将来目標値（2024）4.5%と修正した。 

○五十嵐分科会長 

実質公債費比率の数字の意味について、皆様ご存知だろうか。分かりにくいので、事務

局のほうで改めて実質公債費比率の数字の意味について説明をお願いしたい。 

○事務局（財政課） 

P119 に文言の解説を載せている。公債費とは、借金の返済金である。その年度の返済金

に対して、毎年の標準的な収入で、どの程度借金の返済に充てているかというものである。

値としては、3 年の平均値を出すようになっている。これは、数値が低ければ低いほど、借

金返済にお金をかけておらず、財政的状況としては良いという指標になる。将来的には、

この数値を減らし、健全な財政運用を図ることを見込む。 

○五十嵐分科会長 

現在の 5.6 という値は、県内の市町で言うと、どの程度の水準か。 

○事務局（財政課） 

県内の市町全部の数値はとっていないが、九州の県庁所在都市で言うと、平成 24 年度の

実質公債費比率の佐賀市の値は 6.5 で、2 番目に良い状況であった。一番目は鹿児島市で

5.1 である。 

○五十嵐分科会長 

税収を図るなどの方策によって公債費比率を下げていくということであると思うが、具

体的にどのような方法で数値を下げていくか、ということが市民に分かるのか。 

○事務局（財政課） 

単純に収入を返済金にいくら充てるかということではなく、たとえば、返済金のうち後

年度に普通交付税で算入される分は差し引いて良いなど、複雑なものになっている。その

ため、簡単に計算式を示すのは難しい。この数値は 5 年の期間で計画されている中期財政

計画などを参考に推計している。 

○五十嵐分科会長 

7-2 財政の健全性の確保では、関連する計画の記載がないが、中期財政計画のように、数

値の意味付けを明示できる計画は記載しなくて良いのか。 

○事務局（企画政策課） 

各施策に関連する計画を記載する際に、中期財政計画は毎年見直す計画であったので、

総合計画には入れにくく、この諮問案の中では、明示していない。 

○五十嵐分科会長 

毎年立てていく計画のため、馴染まないという判断か。了解した。 

○事務局（財政課） 

補足だが、将来負担比率は、毎年入ってくる標準的なお金を将来の負債に充てるかとい
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う数値である。将来負債を残さないという目標値で、現在 0 という値にしている。実質公

債費比率と将来負担比率の数値は、国の健全化判断比率というものを健全化法に基づいて

全自治体が出すものとなっている。その法律に基づいて出す指標なので、健全化を確保す

るというのは担保できるのではないかと考えている。中期財政計画よりも、健全化判断比

率のほうが確実な値であり、他都市との比較もできるので、このようにしている。 

○五十嵐分科会長 

皆さん、よろしいか。では、この成果指標については、数値を変更し、注釈も消去する。 

 

意見等一覧 1、2、7番 

○事務局（企画政策課） 

意見 1、2、7 については、人口についての意見のため、関連して説明させていただく。1、

2 については、積極的に人口増加を図ることを総合計画に示せないか、ということであった。

総合計画は、福祉や教育など総合的な面での施策の組み立てが出てくるが、人口問題につ

いては、人口の視点から様々な施策を集めて、その中で事業を展開していく必要がある。 

現在、佐賀市では人口問題に対し、新しい庁内会議を設けたところである。また、人口

に特化した調査報告書を作成しているところであるため、これらによって現状を調査し、

新たな人口問題に対する施策を組み立てていきたい。 

この総合計画の施策の中では、工業団地の誘致や雇用対策、出生率の増加などの人口に

関する施策の謳い込みはしているが、委員から、人口に関する危機感の認識を強くする必

要があるという意見をいただいたので、計画策定の背景の人口構造の変化に伴い顕在化す

る諸問題の文言を修正した。内容としては、P4の 3 行目に｢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要となっています。｣という文言を追加した。また、｢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。｣の「重要

となっています」という文言を、｢求められます｣と変更し、少し意識を強めた表現に改め

た。 

また、江頭委員からいただいた意見 7 についてだが、人口流入で税収アップに努めると

いうことを将来像で書けないかという意見であった。この部分についても、人口抑制を図

るための取り組みを実施していくというところで、社会潮流の変化に記載し、対応させて

いただきたい。 

○委員 

（意見なく了承） 

 

意見等一覧 3 番 

○事務局（企画政策課） 

田中委員から、沿革の中に歴史的な文章を盛り込んでいただきたいとの意見であった。

そのため、修正案としては、「③沿革」を「③歴史・沿革」とし、｢「さが」が歴史に登場
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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。｣というさ

がの地名の由来から、鍋島藩が近代化を推進した人材を輩出したという佐賀の一番特徴的

である明治時代の部分までを追加した。 

また、前回まで記述していた｢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。｣という部分については、県に関する内容である

ため、削除した。 

また、見出しを「③歴史・沿革」と変更しているが、「③沿革」でも良いのではないかと

考えている。この内容については、分科会で意見をいただきたい。 

○五十嵐分科会長 

①が地理的特性、②が自然的特性のため、それに合わせるとすれば、③は歴史的特性が

並べ方としては良いのではないか。 

○田中委員 

私もそういうイメージで言っていた。きちんと対応していただいてありがたい。ただ文

章が、神話に属する部分もあるとは思うが、｢仰せられ｣というのは大仰ではないか。｢栄え

ているのをみて「栄の国」、「佐嘉郡（さかのこおり）」｣と続けて書いても良いと思う。 

また、科学技術とともに、教育の充実というのもあの頃のひとつの大きな特徴だったと

思うので、たとえば、｢生産を行い｣の後に｢教育の充実と併せて最も近代化された藩の｣と

いうようなくだりを入れていただければ、特徴が浮き立つのではないか。 

○五十嵐分科会長 

廃藩置県以降は、提案通り削除することとする。また、2014 年に特例市に移行とあるが、

「特例市」の用語の説明がないので入れて欲しい。 

○事務局（企画政策課） 

了解した。 

 

意見等一覧 4 番 

○事務局（企画政策課） 

（保健福祉分科会の）溝西委員からの意見だが、次世代育成が佐賀市のまちづくりの土

台となるということで、次世代育成という言葉を基本理念に盛り込んでいただきたいとい

うものであった。しかし、次世代育成という言葉は、すべての分野に関わるため、すべて

の内容を網羅する将来像に含めたらどうかというところで、前回お話をさせていただいた。 
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そこで、P13 の将来像に｢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。｣という文言に改めた。 

○五十嵐分科会長 

よろしいでしょうか。 

○委員 

（意見なく了承） 

 

意見等一覧 5 番 

○事務局（企画政策課） 

岩田委員からの意見だが、基本理念の「②安心して暮らし続けることができる地域社会

へ！」に、「低平地という地勢」と表現していたが、佐賀市は合併して広くなり、山間部の

割合も増えたので、山間部の土砂災害についても記載してほしいという意見であった。山

間部の土砂災害については、P45 の｢2-2 安全で美しい河川環境の適切な管理｣の中で、土砂

災害の防止について、課題と取組方針に記載している。この内容で佐賀市としては、土砂

災害の対策については順次事業を進めていくつもりである。 

理念としては、佐賀市の一番特徴的な部分のみを記載することにしていたため、低平地

のみを記載していたが、山間部の土砂災害についても毎年起こっており、急傾斜地の対策

についても国へ要望関係も出しているため、修正は可能である。修正案としては、｢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。｣としている。 

○五十嵐分科会長 

第 2 章の安全安心関係では、地震や津波、高潮などについては、議論されているか。基

本構想では、河川氾濫の水害や土砂災害しかイメージしていないが、地震や津波、高潮な

どを重要視しているのであれば、こちらに加えるべきではないか。 

○事務局（企画政策課） 

地震や津波、高潮については、くらし環境分科会が担当しており、現在 1 回分科会を開

催しているが、今のところ地震や津波、高潮についての意見はいただいていない。 

○五十嵐分科会長 

皆さん、よろしいでしょうか。 

○委員 

（意見なく了承） 

 

意見等一覧 6 番 

○事務局（企画政策課） 

経済産業分科会の藤野委員からの意見であるが、荒川委員の中心市街地の活性化に関す
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る意見がきっかけとなった意見である。荒川委員の意見を説明すると、中心市街地の活性

化する際に、空き家・空き地などを、高齢福祉・子育てに活用すれば、賑わいが出てくる

という意見であった。具体的な事業としては、ダンスデイサービスや待機児童対策の保育

所などのアイデアをいただいた。具体的な事業名は総合計画の中での記載は難しいが、佐

賀市が中心市街地の中で対策を行っている事業としては、商工ビルの整備や、昨日オープ

ンした西九州大学が地域とともに活動する中心市街地の拠点施設｢ぶら～っと２４９｣など

がある。 

そのような荒川委員との意見のやり取りの中で、藤野委員から中心市街地を活性化する

ためには、市には様々な事業があるため、行政は縦割りではなく横の連携をとってやって

ほしいという意見をいただいた。36施策すべて関連する施策を書き出すことは難しいため、

その内容を踏まえた修正案としては、P12 の基本理念に追加すべきと判断した。 

基本理念の「④地域の個性を磨き、自立したまちに！」は、佐賀市（行政）の姿勢を表

しているという部分のため、｢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。｣という文言で追加した。 

○五十嵐分科会長 

よろしいでしょうか。 

○委員 

（意見なく了承） 

 

意見等一覧 8 番 

○事務局（企画政策課） 

将来像については、後ほど議論をお願いしたい。 

○五十嵐分科会長 

了解した。 

 

意見等一覧 9 番 

○事務局（企画政策課） 

小寺委員の意見だが、参考資料の用語集に高次都市機能の用語解説を加えた。修正案に

記述されている通り、｢高次都市機能は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。｣と記述する。また、この

文言では具体的な機能が分からないため、ホール、コンベンションセンター、高次医療の

総合病院などの具体的事例も追加し、用語集に加える。 

○五十嵐分科会長 

よろしいでしょうか。 

○委員 
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（意見なく了承） 

 

意見等一覧 10番 

○五十嵐分科会長 

この意見については、前回決着しているので、次に進む。 

 

意見等一覧 11番 

○事務局（企画政策課） 

江頭委員からの意見だが、川副地域拠点の土地利用について、｢大規模な住宅地が形成さ

れています。｣という文言が現状とそぐわないという意見があったため、｢大規模な｣を、｢比

較的規模が大きな既存の｣と変更し、｢比較的規模が大きな既存の住宅地が形成されていま

す。｣と変更した。 

土地利用については、諸富拠点、大和拠点、富士拠点というように、元々の市町村の中

心部を拠点として位置づけている。この位置づけについては、都市計画法などの法律的な

土地利用のベースがあり、諸富、大和については｢市街化区域｣、川副、東与賀、久保田に

ついては｢市街化調整区域｣の扱いになっている。それを踏まえた上で、P20 の拠点について

は、集落や市街地などの表現の違いを出している。しかしながら、川副については｢市街化

調整区域｣でありながら、東与賀、久保田よりも人口の密集度が多いため、住宅地という表

現としている。 

また、｢住宅地が形成されている｣という進行形の表現であると、どんどん住宅団地が形

成されているように感じられたので、｢既存の住宅地が形成されている｣と変更した。 

○五十嵐分科会長 

よろしいでしょうか。 

○委員 

（意見なく了承） 

 

意見等一覧 12番 

○五十嵐分科会長 

この意見については、8月 6 日の経済産業分科会で議論する。 

 

意見等一覧 13番 

○五十嵐分科会長 

目標値に関して、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という意

見で決着している。別紙の説明を事務局からお願いする。 

○事務局（企画政策課） 

岩田委員からの意見につきまして、別紙の A3 、資料 1 で言うと P25 基本計画（分野別計
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画）の見方で対応した。アンケートがどういう風にされているのかという意見があったた

め、｢｢～している市民の割合｣などの指標は毎年 4月に市民意向調査を実施し、数値を把握

しています。（無作為抽出した市民 5,000 人にアンケートを郵送）｣と、アンケートの内容

を追加している。毎年違う方にアンケートが回答されるようになっており、回収率は 3 割

程度の約 1,500 人位で集計している。 

また、目標値に関して、出典や根拠を示し、注釈を付けたり、グラフで示す方が分かり

やすいという意見があったため、第 1 次総合計画と同じような形で盛り込んでいきたいと

考えている。 

○五十嵐分科会長 

よろしいでしょうか。 

○委員 

（意見なく了承） 

 

意見等一覧 14番 

○事務局（秘書課） 

6-2 情報共有の推進において、「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。」という意見があった。佐賀

市ではすでに、情報発信の手段として、フェイスブックやツイッター、ラインなどを活用

しているところである。ご指摘のように、これらの情報ツールは今後も必要性が高まると

考えられるため、P99 の｢6-2-1 広報の充実｣の取組方針を修正する。内容としては、｢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せ

ながら、きめ細かな情報発信を行います。｣と修正する。 

○五十嵐分科会長 

用語解説にＳＮＳというキーワードを加えていただきたい。また、キーワードとしては

｢時代遅れ｣というのはネガティブな理由で、本来は｢双方向性｣である。発信は大事である

が、市民からの情報を集め、双方向で情報交換を行うことに大きな意味がある。そのため、

用語解説でも良いので｢双方向性｣というキーワードを加えていただきたい。 

○事務局（秘書課） 

了解した。 

 

意見等一覧 15番 

○五十嵐分科会長 

この意見については、前回決着しているので、次に進む。 

 

意見等一覧 16番 

○事務局（人権・同和政策課） 
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徳永委員より、人権の侵害や尊重の前に、人権の「理解」が必要と思うという意見があ

った。対応として、五十嵐分科会長から「取組方針」の中に、「人権についての理解を進め

る」という旨の表現を追加するという指摘があった。そのため、取組方針を、｢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。｣と修正したい。 

○五十嵐分科会長 

よろしいでしょうか。 

○委員 

（意見なく了承） 

 

意見等一覧 17番 

○事務局（男女共同参画課） 

P102 の｢6-4 個性と能力を発揮できる男女共同参画社会の実現｣の部分で、五十嵐分科会

長から、国も女性の登用を推進しており、佐賀市でも積極的な女性の登用というポジティ

ブな記載を加えても良いのではないかという意見をいただいた。そこで、市役所も当然だ

が、企業に対しても女性の登用を推進する旨、取組方針の｢6-4-1 男女共同参画の促進｣へ追

記した。内容は、｢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。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。｣とした。 

○五十嵐分科会長 

行政が積極的に女性を登用するというのは、国も自治体も合意を得ているが、民間企業

などに対して、女性の管理職を登用するということを総合計画に盛り込む性格なのか、こ

こまで踏み込んでもよいのか。ワーク・ライフ・バランスあたりは当然であるとは思うが。 

○事務局（企画政策課） 

ポジティブアクションなどで、厚生労働省（国）も「企業も積極的に女性で能力のある

方は登用してください。」と言われているので、問題ないと思う。 

○五十嵐分科会長 

了解した。 

 

意見等一覧 18番 

○事務局（企画政策課） 

岩田委員から、｢6-4 個性と能力を発揮できる男女共同参画社会の実現｣の課題につい

て、「被害者が相談しやすい環境づくり」ばかりでなく、「被害者を守る環境づくり」を進

めていく旨を追加するべきという意見をいただいた。実際に担当課でも、相談を受けるだ
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けでなく、その後の被害者への支援を行っているため、課題と取組方針を修正した。 

課題では、｢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。｣と、｢また、｣以降を追加した。 

これに伴い、取組方針｢6-4-2 女性の人権の確立｣も、｢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。｣と、支援内容につい

ての表現を追加した。 

○五十嵐分科会長 

よろしいでしょうか。 

○委員 

（意見なく了承） 

 

（２）基本理念について 

○委員 

（意見なく了承） 

 

（３）将来像について 

○五十嵐分科会長 

将来像については、後ほど議論する。 

 

（４）基本政策について 

①地域資源を活かして新たな賑わいと活力を創出するまちについて 

○委員 

（意見なく了承） 

 

②災害に強く、安心で利便性が高い暮らしが実感できるまちについて 

○五十嵐分科会長 

キーワードとして抜けていると思うのは、防災教育というキーワードである。3.11 以降、

日本全国で防災教育が行われているが、地震に関する潜在的な危機意識が乏しいというこ

とはあるが、防災教育という視点はどこかに入れる必要があると思う。 

○事務局（企画政策課） 

関係課やくらし環境分科会にも必要に応じて話をする。 

○五十嵐分科会長 

了解した。 
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④恵まれた自然と共生し、人と地球に優しいまちについて 

○五十嵐分科会長 

廃棄物のことしか書かれていない。環境問題は、廃棄物と生物多様性が重要な柱となっ

ており、生物多様性について触れられていない。ラムサール条約を目指すことも生物多様

性の保全の一環のため、くらし環境分科会と協議し、キーワードを盛り込んで欲しい。 

 

⑤ふるさとに愛着と誇りを持ち、魅力ある人と文化を育むまちについて 

○五十嵐分科会長 

主に、教育と文化の振興についてであるが、文化を育むという表現でありながら、文化

の振興についての表現が、｢歴史・文化の適切な保全・活用や市民文化活動の環境整備に取

り組みます。｣しかなく、文化の振興についての表現が弱いと感じる。 

○徳永委員 

ちょうど昨年から、佐賀市文化市民芸術祭が始まり、文化振興の勢いがある記載の方が、

昨年からの施策とマッチングして良いと思う。 

○五十嵐分科会長 

産業振興とも関わるが、文化を守る、継承するということ以外に、新しい文化を作り出

していくという積極的な視点でキーワードが必要であると思う。 

○事務局（企画政策課） 

検討させていただく。 

 

⑥互いに尊重しあい、共に創るふれあいのあるまちについて 

○徳永委員 

｢互いに尊重しあい｣の｢しあい｣は、ひらがなであるが、他は｢し合い｣と漢字であるため、

統一したほうが良い。 

○事務局（企画政策課） 

統一する。 

 

⑦効果的・効率的で信頼される行政経営が行われているまちについて 

○委員 

（意見なく了承） 

 

（４）土地利用について 

①土地利用の基本方針について 

○五十嵐分科会長 

ひとつ目の●で、拠点集約連携方都市構造という言葉があるが、漢字が 11文字も続くの

で、日本語として極めて不適切であり、意味もよく分からないため、表現を変えること。 
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○事務局（企画政策課） 

検討したい。 

 

②土地利用計画について 

○委員 

（意見なく了承） 

 

③将来都市構造について 

○五十嵐分科会長 

「③将来都市構造」というタイトルであるが、｢将来の｣や、｢将来における｣ではないか。

｢将来都市｣という言葉はない。 

○事務局（企画政策課） 

了解した。 

○五十嵐分科会長 

③将来都市構造では、地域拠点であるから、キーワードとして支所機能をどうするかと

いうことについては、書かないということでよいか。 

○事務局（企画政策課） 

支所機能は土地利用とは別である。 

○五十嵐分科会長 

了解した。 

 

（６）｢6-1 参加と協働によるまちづくり｣について 

○五十嵐分科会長 

P96 の｢6-1-4 多文化共生｣についてであるが、姉妹都市交流しか多文化共生の交流の機会

はないのか。本来は、定住外国人との共生が多文化共生の一番のポイントである。佐賀市

内に今、定住外国人が何人くらいいるのか実数は分からないが、基本的には定住外国人と

市民がどのように共生するのが大事である。留学生も多く、バルーンの時にもたくさん外

国人が来る。鳥栖で留学生に対する事件やヘイトスピーチなどの定住外国人に対する偏見

があったが、どのようにして定住外国人と共生するのかという視点は必要である。 

 

（７）｢6-2 情報共有の推進｣について 

○五十嵐分科会長 

情報公開度についての社会的評価が高いという話であったと思うが。 

○事務局（企画政策課） 

先日の話では、｢7-1 の効率的・効果的な行政経営の推進｣の中で、｢経営革新度ランキン

グ｣で佐賀市の値が高いという話であった。 
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○五十嵐分科会長 

情報公開ということは、どこに記載されるのか。情報が共有されるためには、公開され

なければならない。佐賀市の情報公開は細やかに行われていると思うが、施策の中に、情

報発信だけでなく、情報公開という積極的な言葉が出てこないといけない。 

○事務局（企画政策課） 

取組方針に情報発信は記述という文言はしているが、情報公開については検討する。 

○五十嵐分科会長 

関連する計画について聞きたいのだが、関連する計画がないものについては、書けない、

あるいは現実にないということでよいか。 

○事務局（企画政策課） 

そうである。 

 

（８）｢6-3 人権尊重の確立｣について 

○五十嵐分科会長 

関連計画は｢人権教育・啓発基本方針｣となっているが、こういった計画は、何年計画な

のか。また、いつ策定されているのか。それは時代に合っているのか。 

○事務局（人権・同和政策課） 

正確な年数は覚えていないが、｢人権教育・啓発基本方針｣は、2008 年か 2009 年に作った

ものである。 

○五十嵐分科会長 

だいたい計画は、何年計画か。 

○事務局（企画調整部長） 

計画は、5 年計画が一番多い。計画によっては、多く見直しを図る 3 年の計画や、総合計

画のように 10年計画のものもある。 

○五十嵐分科会長 

親切なのは、時代に合った課題に対応しているということが分かるように、平成何年策

定であり、何年計画であるということを記載することである。 

○事務局（企画政策課） 

補足すると、5 年の計画もあるが、総合計画より長い 20 年計画の都市マスタープランな

どもある。 

 

（９）｢6-4 個性と能力を発揮できる男女共同参画社会の実現｣について 

○委員 

（意見なく了承） 

 

（１０）｢7-1 効果的・効率的な行政経営の推進｣について 
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○委員 

（意見なく了承） 

 

（１１）｢7-2 財政の健全性の確保｣について 

○委員 

（意見なく了承） 

 

（１２）｢7-3 職員の資質向上による業務執行体制の充実｣について 

○委員 

（意見なく了承） 

 

（１３）｢7-4 適正かつ効率的な議会活動への支援｣について 

○委員 

（意見なく了承） 

 

（１４）｢将来像｣について 

○五十嵐分科会長 

先ほど次世代のキーワードを入れて将来像の文章を修正した。この文章と将来像のスロ

ーガンについて改めて意見をいただきたい。この 3 案のうち、どれが一番よいか。また、

代案はあるか。 

○岩田委員 

昨日、若いお母様方と話をする機会があったため、将来像に関する文章をお知らせした。

そうすると、｢しあわせ実感都市｣や｢元気創造都市｣に違和感を覚えられ、理解されなかっ

た。前回申し上げたように、次世代を育成することなどにウエイトを置いて、次世代に届

くような文章にするほうが良いのではないか。 

○馬場﨑委員 

｢しあわせ実感都市｣や｢元気創造都市｣には私も違和感がある。｢真の豊かさを求め 人と

自然を未来につなぐまち さが｣のように少し文章を柔らかくしたほうが良い。 

○五十嵐分科会長 

｢しあわせ実感都市｣や｢元気創造都市｣があまり好きではないという方、挙手をお願いし

たい。（小寺委員、岩田委員、馬場﨑委員が挙手） 

○五十嵐分科会長 

女性受けしない。男性はこれでよいのか。 

○田中委員 

まず前提として、このキャッチフレーズは市長などが何かの時に口にする機会があると

思う。やっぱり盛り込みたい内容はたくさんあると思うが、ぎゅっと集約して短くしない
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と、市民に浸透しない。 

○五十嵐分科会長 

このキャッチフレーズは、色々なところで使われるのか。 

○事務局（企画調整部長） 

使われる。おそらく、（総合計画の中で）表に出て一番使われるのは、ここで決定するフ

レーズだろうと思う。 

○五十嵐分科会長 

キーワードを並べればキリがないが、外したくないキーワードがある。それは、経済的

にも真の意味でも豊かであるという｢豊かさ｣、未来志向という｢未来｣、少子高齢化の中で

極めて重要な｢つながり｣という 3 つのキーワードは外したくない。そうすると、他の都市

でも同じようなものになる。そのため、佐賀らしいものを入れるということで｢みどり｣な

どをいれてしまうと平凡になってしまうから、なかなか難しい。 

○古賀委員 

都市という言葉が固いということならば、都市の代わりに郷を入れて、｢豊かな自然のも

と未来につなぐ しあわせの郷（さと） さが｣はどうか。 

○五十嵐分科会長 

都市という言葉はあまり使いたくない。「まち」や、「さが」、「郷（さと）」などいろいろ

出てきた。現行の、人と自然が織りなす｢やさしさと活力にあふれるまち さが｣は、良く

できている。現行のキャッチフレーズは変えなければならない。次回決定するため、次回

までに案を考えて、事務局に提出していただきたい。 

○田中委員 

前回の総合計画に比べて、今回特に違うという要素があれば教えて欲しい。たとえば、

かつて高度経済成長時代であれば、未来に羽ばたくというフレーズになっていた。今回は、

成熟社会を踏まえてのまちづくりがメインだというところであれば、そのフレーズもそう

いう風なものに変わってくる。そのため、グランドデザインの基本的なものを理解してそ

のフレーズにすべきである。 

○事務局（企画政策課） 

今、案として作ったものは、あくまでもアンケート調査や現行のものを踏襲したものと

なっている。皆さんが求めているのは、やすらぎや快適というようなものがキーワードに

なってくる。総合計画は 10 年計画のため、将来像については現行の案から少しずつ変わっ

ていかないといけないというのは間違いない。将来像の 3 つの案にこだわられているよう

であるが、気にされずにフルモデルチェンジのように変えていただいて結構である。 

また、将来像については、まとめるのに時間がかかるため、次回の会議の何日か前に事

務局へ意見をいただきたい。将来像とはいかないまでも、キーワードだけでも良い。資料 2

のパワーポイントで作った P15、P16 に、将来像の 3 案についてのベースとなっているキー

ワードを示しているので、参考にしていただきたい。また、他都市の将来像の事例も委員
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へ送ることとする。 

○五十嵐分科会長 

次回までに将来像を考えてください。今回の意見を踏まえ、修正すべきところは修正さ

せていただく。 

 

３．閉会 

 

○五十嵐分科会長 

 次回の第３回分科会は、８月２０日、水曜日１０時から開催する。皆様、どうぞよろし

くお願いしたい。 

 

○次回について 

 第３回総合政策分科会 

  日時：平成２６年８月２０日（水）１０時～１２時 

  場所：アイスクエアビル５階大会議室 

 

 


