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1 意見 29 1 全般 －
　第１章において、観光に関する施策が１番目に
配置されている理由を整理していただきたい。

　

　観光施策については、第１次総合計画におい
ても施策順の１番目に配置していたが、熱気球
世界選手権の誘致など現在も特に重点的に取り
組んでいる施策であること、今回行った市民ア
ンケートにおいて、「佐賀市がさらに取り組む
べきところ」として「観光の賑わいや活気に欠
ける」という回答が最多であり市民の関心も高
いことなどから、今回の諮問案でも１番目に位
置付けたものである。
　なお、商工業と農林水産業については、産業
ごとの取組方針をより明確化するため、第１次
総合計画における「農林水産業」を「農業」・
「林業」・「水産業」の３施策に細分化すると
ともに、第一次・第二次・第三次産業の就業人
口等を踏まえて、従来どおり商工業→農・林・
水産業の順に配置することとし、商業との関連
が深い中心市街地の施策を商工業の次に配置し
たところである。

企画政策課
五十嵐勉

（総合政策）

2 質問 29 1 1
魅力ある観
光の振興

　成果指標と目標値「観光入込客数（日帰り客・
宿泊客）」の基準値について、第一次佐賀市総合
計画よりも低くなっているのはなぜか。

　
　平成２４年度から、観光客数の算定方法に係
る国の基準が変更されたことによる。

観光振興課 荒川国子

3 質問 29 1 1
魅力ある観
光の振興

　海外からの観光客のうち佐賀（県・市）内の温
泉への宿泊客数はどうなっているか。

　外国人の温泉宿泊客について、県内の数値は
把握されていない。
　佐賀市の外国人宿泊客は、H23：約2,100人、
H24：約7,000人、H25：約12,600人であり、うち
古湯・熊の川温泉にH23：９人、H24：48人、
H25：330人が宿泊しており、増加傾向にある。

観光振興課 荒川国子

4 意見 29 1 1 魅力ある観
光の振興

　目標値について、観光客の呼び込みターゲット
を国内からと海外からに分けて設定してはどう
か。

　宿泊客については国内外を分けて把握するこ
とが可能だが、日帰り客については、把握する
ことが難しいため、目標値としては分けずに設
定することとしたい。
　なお、分科会で委員から提案された、観光施
設における外国人用入場券による観光客数把握
のアイデアについては、今後の事業実施にあ
たって参考とさせていただきたい。

観光振興課 荒川国子

5 意見 29 1 1 魅力ある観
光の振興

　中国人にとって、日本の農村風景はアピール性
があると思う。【背景】の「北部に広がる山地等
の自然や温泉・ダム湖、南部の有明海等の豊かな
自然、」に「農村の風景」を加えてはどうか。

　意見を踏まえ、農村の風景のほか、麦秋や蛍
等の風景も含め「特徴ある景観」という文言を
加える。

【背景】
北部に広がる山地等の自
然や温泉・ダム湖、南部
の有明海等の豊かな自
然、そして、市街地にあ
る歴史や文化など多種多
様な観光資源を有してい
ます。

【背景】
北部に広がる山地等の自
然や温泉・ダム湖、南部
の有明海等の豊かな自
然、そして、市街地にあ
る歴史や文化市街地の歴
史や文化、特徴ある景観
など多種多様な観光資源
を有しています。

観光振興課 伊豆哲也

6 意見 29 1 1 魅力ある観
光の振興

　外国人向けに夜のイベントを企画すれば、宿泊
に繋がるのではないか。

　古湯地区において、蛍や日本酒を合わせた企
画を実施している。今後とも、宿泊に繋がる仕
掛けを検討していきたい。

観光振興課 貞森祀子

7 意見 30 1 1 魅力ある観
光の振興

　【取組方針】に「佐賀市ならではの観光の魅
力」とあるが、外国人観光客のニーズの高いWi-
fi整備を進めることが魅力向上に繋がるのではな
いか。
　観光客は、不便を感じるとリピートせず、人に
も勧めない。不便を感じさせない、ということが
重要である。

　市が所有する観光施設については、Wi-fi化を
進めるが、民間等所有施設については、整備・
維持費等の費用対効果の問題もあり、今後の検
討が必要と思われる。
　なお、Wi-fi環境も含めた観光客の利便性向上
については、【取組方針】の「観光機能の整
備」及び「1-1-1観光機能の整備」の「観光サー
ビスの質の向上」という表現に包含しているも
のと整理している。

観光振興課 弓削美保子

◎分科会意見等　一覧表（経済産業分科会） H26.8.6 第２回経済産業分科会 
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8 意見 30 1 1 魅力ある観
光の振興

　「1-1-4コンベンションの誘致」について、佐
賀市の宿泊施設・会議室の現状からは、国際会議
の誘致は困難であり、九州大会、全国大会を先行
して誘致する方針を記述すべきではないか。

　コンベンションについては、九州大会、全国
大会はもちろんだが、国際大会についても、現
有施設で対応可能な大会の誘致を目指していく
こととしており、九州大会等を先行して誘致す
る旨の記述は行わない。

観光振興課 弓削美保子

9 意見 29 1 1 魅力ある観
光の振興

　【成果目標】に「歴史や自然などの観光資源」
とあるが、サブカルチャーも含めて、地域資源と
しての佐賀の文化を発掘して磨き上げることは重
要である。「文化」という単語を追記すべきでは
ないか。

　意見を踏まえ、「文化」という単語を追記す
る。

【めざす姿（成果目
標）】
歴史や自然などの観光資
源が効果的に整備され

【めざす姿（成果目
標）】
歴史や自然、文化などの
観光資源が効果的に整備
され

観光振興課 伊豆哲也

10 意見 32 1 2
活力ある商
工業の振興

　【取組方針】に「新たな地域通貨の導入」を追
加していただきたい。

　地場商店主の生き残りが
解決策であり、また地域に
お金が回らない事が過疎に
つながる。こうした問題の
解決策として。

　委員ご提案の地域通貨については、地方公共
団体が発行し、「円」予算の一部を地域通貨に
切り替えて予算執行しようとするなど、通貨と
みなして流通させようとの趣旨であると認識し
ている。
　このことは、紙幣類似証券取締法が禁止する
「紙幣類似の作用をなす証券の発行」に抵触す
るおそれがある。
　また、労働者の賃金や生活保護費など行政が
支出する給付金等は、法令上、通貨での支払い
を基本としている。
　さらに、従来の通貨と地域通貨とが流通する
ことにより、社会に混乱を招くおそれがある。
　こうしたことから、委員ご提案の地域通貨に
ついて、本市として導入する考えは持っていな
い。

商業振興課 杉山利則

11 意見 32 1 2 活力ある商
工業の振興

　「1-2-3企業誘致と新産業の創出」について、
企業誘致において特に注力する産業分野などを明
らかにしてはどうか。

　環境分野の企業など、注力している分野はあ
るが、今後10年間を対象とする総合計画におい
て業種を限定的に記述することは拡張性を狭め
ることになるため、現状の記述ぶりに留めさせ
ていただきたい。

工業振興課 伊豆哲也

12 意見 31 1 3

賑わいあふ
れる中心市
街地の活性
化

　空き店舗活用策として、コミュニティの再生、
子どもと高齢者に特化してはどうか。
【事業例】
（子ども向け）
①待機児童対策としての保育所施設
②児童が病気の際に預かってくれる保育所や、
土・日曜・祭日に預かってくれる保育所
（高齢者向け）
①元気な高齢者向けマージャンデイサービス、ダ
ンスデイサービス、男の料理教室デイサービスな
ど、特徴あるデイサービス施設

　また、上記施設の利用者への特典として、地元
スーパーと連携した買い物サービスを行ってはど
うか。
【事業例】
①子ども･高齢者を預ける際に注文書と代金を施
設に預ける。
②地元スーパーは注文された商品を施設に配達
③子ども・高齢者を迎えに来た際に商品を引き取
り。送迎と買い物を同時に済ませることができ
る。
④自分で買い物ができない高齢者も、デイサービ
スと同時に買い物をすることができる。

　中心市街地の再生を図るためには、人が住み
やすいと感じ、行きたいと思う街づくりを進め
ていく必要があり、そのためには、子どもから
高齢者まで、幅広い世代に必要な様々な機能の
集積を図ることが重要である。
　このため、総合計画において、特定の世代等
に特化した施策展開を図る旨を記述することは
適当でないと考える。
　一方で、「1-3-3魅力ある店舗・施設の整備」
の記述に具体性がないとの意見が出たため、具
体イメージの例示として、「子育て世帯、高齢
者、若者」を記述することとしたい。
　なお、委員の事業提案については、すでに市
で同様の事業を実施しているものもあるが、未
実施のものについては、今後の事業検討に当
たって参考とさせていただきたい。

「1-3-3魅力ある店舗・施
設の整備」
住民ニーズに合致した店
舗や公共施設、事務所等
の立地促進を図ります。

「1-3-3魅力ある店舗・施
設の整備」
住民ニーズ子育て世帯、
高齢者、若者など、住民
や来訪者等のそれぞれの
ニーズに合致した店舗や
公共施設、事務所等の立
地促進を図ります。

商業振興課 荒川国子

13 意見 32 1 3

賑わいあふ
れる中心市
街地の活性
化

　「1-3-5まちづくり団体との連携の充実」に
「市民活動団体、大学等との連携を進めます。」
とあるが、街づくりにおいて企業が果たす役割は
重要であるため、連携先に「企業」を追記してい
ただきたい。

　別途提出した事業提案の
とおり、地元企業との連携
を通じて子ども、高齢者、
障碍者も住みやすく幸せを
感じる、便利で魅力的な街
づくりを進めることが重要
であり、基本計画において
企業の役割を明示すべきと
考える。

　意見を踏まえ、「企業」の文言を加える。

「1-3-5まちづくり団体と
の連携の充実」
市民活動団体、大学等と
の連携を進めます。

「1-3-5まちづくり団体と
の連携の充実」
市民活動団体、大学、企
業等との連携を進めま
す。

商業振興課 荒川国子
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14 意見 32 1 3

賑わいあふ
れる中心市
街地の活性
化

　「1-3-3魅力ある店舗・施設の整備」に「住民
ニーズに合致した店舗や公共施設、事務所等の立
地促進」とあるが、荒川委員の意見も踏まえて、
もう少し具体性のある表現ぶりを検討していただ
きたい。

　意見を踏まえ、「住民ニーズ」の具体イメー
ジを明示する趣旨から、「子育て世帯、高齢
者、若者など、住民や来訪者等のそれぞれの
ニーズ」に修正する。

「1-3-3魅力ある店舗・施
設の整備」
住民ニーズに合致した店
舗や公共施設、事務所等
の立地促進を図ります。

「1-3-3魅力ある店舗・施
設の整備」
住民ニーズ子育て世帯、
高齢者、若者など、住民
や来訪者等のそれぞれの
ニーズに合致した店舗や
公共施設、事務所等の立
地促進を図ります。

商業振興課 伊豆哲也

15 意見 34 1 3

賑わいあふ
れる中心市
街地の活性
化

　「1-3-3魅力ある店舗・施設の整備」「1-3-4賑
わい創出の支援」に「無料駐車場の整備」を追加
していただきたい。

　中心市街地に人が集まら
ない問題の解決策として。

　中心市街地の駐車場対策として、市内28箇所
の有料駐車場を対象に、加盟店を利用した場合
に、共通駐車サービス券（えびす駐車券）を発
行して駐車料金を一定時間無料化する事業を
行っており、今後もこの取組を継続していくと
ともに、中心市街地における駐車場のあり方に
ついて、有料・無料を問わず検討していきた
い。
　なお、駐車場については、「1-3-3魅力ある店
舗・施設の整備」の「住民ニーズに合致した店
舗や公共施設、事務所等」に包含しているもの
と整理している。

商業振興課 杉山利則

16 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。

（総合政策分科会で審議） 企画政策課 杉山利則

17 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考えること
も重要ではないか。

（総合政策分科会で審議） 企画政策課 藤野兼治

18 質問 35 1 4
総合的な農
業の振興

　目標値（農業産出額）について、毎年度5,000
万円の伸びを見込んで目標設定したとのことだ
が、実際は高齢化等により右肩下がりになるので
はないか。

　増加額については、県の直近の統計における
増加額を参考として、目標値としての若干の上
乗せ分を含めて毎年度5,000万円と設定してい
る。
　なお、農林水産省が「農林水産業・地域の活
力創造プラン」において所得倍増を掲げてお
り、市としても収量や品質の向上を目指すこと
で、右肩上がりの目標を設定した。

農業振興課 杉山利則

19 意見 35 1 4 総合的な農
業の振興

　米、麦、大豆など、主要な作物については、戦
略的にどう産出額を高めていくのかの記述が必要
ではないか。

　作物ごとの栽培戦略については、第一義的に
はＪＡが主軸となって考え、市がそれを支援す
べきと認識している。
　ＪＡにおいては、短期計画は策定されている
ものの、市の総合計画と合致する長期計画は策
定されていない。また市内のＪＡ支所の所管区
域が分かれており、支所ごとに栽培戦略が異な
ることなどもあり、市として長期的な栽培戦略
を明記することは困難であると認識している。

農業振興課 香月道生

20 意見 38 1 5 森林保全と
林業の振興

施策名称
１－５ 市民全体で支える森林保全と林業の振興

　諸富地域審議会の意見の
とおり、産業全体は市民が
支えるものである（資料5
の5ページ参照）が、森林
保全というと、一般市民は
身近な問題と捉えないの
で、森林保全は市民全体の
共有環境という意味から
「市民全体で支える」と加
えた方が、市民共働の精神
をよく表すのではないか。

　｢市民全体で支える｣のは「森林・林業」だけ
に限ったことではなく、他の分野や産業にも共
通するものであるという指摘もあり、｢森林保全
と林業の保全｣と改めたところである。

森林整備課
溝西由宇子

（保健福祉）

21 意見 39 1 5 森林保全と
林業の振興

　学生が楽しみながら森林を保全する取組を進め
てはどうか。

　草刈りや植林、自然観察等の体験を通した森
林環境教育や協働による森林づくりの活動を、
林業研究会や森林ボランティア団体等と行って
いるところであり、引き続き今後も推進してい
きたい。

森林整備課 貞森祀子
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22 意見 41 1 6
特色ある水
産業の振興

　ノリや水産物を有効活用した特産品づくりに努
めるとともに、佐賀市の特産品として観光業界で
の販売促進等を強化していくことが重要である。
　首都圏での販売促進も必要であるが、地元での
更なる消費促進に努めるべきではないか。

　市内の飲食店や宿泊施
設、土産物店で韓国のよう
なノリに特化した商品を販
売していく工夫が、ノリ生
産日本一である佐賀市にふ
さわしい。
　佐賀市の土産物としてノ
リが上位にランクインする
ような取組を行う必要があ
る。

　意見を踏まえて、「1-6-1地域ブランドの強化
と販路拡大の支援」に「地元事業者等との連
携」「消費促進」を追記する。

「1-6-1地域ブランドの強
化と販路拡大の支援」
ノリや有明海産の水産品
のブランド化や特産品づ
くりに取り組むととも
に、消費地への効果的な
ＰＲ活動などにより、販
路拡大を図ります。

「1-6-1地域ブランドの強
化と販路拡大の支援」
ノリや有明海産の水産品
物のブランド化や特産品
づくりに取り組むととも
に、付加価値を高めた特
産品の開発を支援しま
す。また、消費地への効
果的なＰＲ活動などによ
り、や地元事業者等との
連携を進め、更なる販路
拡大と消費促進を図りま
す。
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23 質問 41 1 6 特色ある水
産業の振興

　浚渫による漁港の環境改善が挙げられている
が、現在5年サイクルで実施している国庫補助を
活用した浚渫は、今後どのようなサイクルになる
のか。

　漁港の泊地内に堆積した泥土を除去する浚渫
事業は、現在5年サイクルで実施している。
　漁港ストックマネジメント事業（国庫補助事
業）に平成26年度から新規メニューとして追加
された「漂砂シミュレーション」を平成27～28
年度において実施することにより、平成29年度
以降において国庫補助事業を活用した浚渫事業
の実施サイクルの短縮を目指すこととしてい
る。

※漂砂シミュレーション
　漁港に堆積する浮泥の状況を数値的に解析
し、浚渫のサイクル等を決定するもの。
【メリット】
　漂砂シミュレーションを実施した場合、浮泥
の状況を数値的に解析できるとともに、県単独
事業を国庫補助事業へ移行できる可能性があ
る。
この場合、市の負担割合が60%から30%に、漁協
の負担割合も15%から5%に軽減されるため、浚渫
の実施サイクルを短縮することが可能となる。
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24 質問 41 1 6 特色ある水
産業の振興

　漁場環境は年々悪化しており、有明海再生は急
務であると考える。
　特にカキ礁の効率的配置による環境の復活が望
まれるが、市として、漁場環境の再生のため、ど
のような取組を検討しているのか。

　現在の有明海は、海底地
形に変化がなく、潮汐によ
る海水攪拌が少なくなって
いる。カキ礁の復活により
複雑な潮流が発生し、海域
に砂地と浮泥が入り混じっ
た環境の再生が期待でき
る。

　平成26年度から4年間をかけて、海底耕うん事
業を実施し、漁場環境の改善を図る予定であ
る。
　また、県が実施している水産資源の回復に向
けた取組（アゲマキ量産技術の開発、クルマエ
ビ放流等）に関する情報交換も積極的に行って
いきたいと考えている。
　カキ礁については、海洋汚染等の原因となる
漂流・漂着物、堆積物等の回収や干潟の保全活
動を行う「水産多面的機能発揮対策事業」が漁
業者を中心に取り組まれており、その一環とし
て割竹・箒・笹竹の立て込みによるカキ礁の造
成が実施されている。カキ礁の浄化機能は極め
て大きく、赤潮の原因となる植物プランクトン
の異常発生の防止にも寄与することから、実施
主体である活動組織及び漁協との連携を図って
いきたいと考えている。

水産振興課 徳永重昭
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