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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 

 

○山崎委員 

各校区にある、まちづくり協議会により防犯・防災等の計画をしているが、避難施設はあるが、

そこにいくまでの避難経路が必要ではないか。 

また、防災訓練が各校区で実施されているが、具体的に体験するような防災訓練を行うべきでは

ないか。 

佐賀県建設業協会が「減災・防災ハンドブック」をつくっているが、佐賀市でもこのようなもの

を作るという考えはないか。 

 

○事務局（総務部長） 

具体的に体験するような防災訓練は、自主防災組織をつくり地域で実施して欲しい。 

実際に、自主防災組織がある本庄校区では、小学生を含めた「防災キャンプ」を行っている。 

大規模災害時に、行政では対応できない事があるため、地域で自主防災組織をつくり、資材等を



市から補助するという形で行いたい。 

佐賀市では、防災対策等を記載した「防災マップ」を全世帯に配布しているので、是非活用して

いただきたい。 

 

○山崎委員 

了解した。 

また、防災に強いのは LPガスと全国的に言われている。避難施設は、LP ガスの契約をすると良

いのではないか。 

 

○事務局（総務部長） 

災害時のガス備蓄を水ヶ江の方で１ヶ所行っている。 

 

○事務局（消防防災課長） 

LP ガス協会よりご提案はいただいた。しかし、市単位では LP ガス協会の佐賀市支部がなく、あ

くまでも個人会社と協定するということになるため、市単位での対応ができないか、こちらから

確認しているところである。 

 

○荒木会長 

これまでのご意見は、「2-1-2 地域の防災力の向上」の概要に含まれてくるのではないか。総合

計画としては、一通りの表現に含まれていると理解するが、そのような事でよいだろうか。 

 

○山崎委員 

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 

 

○荒木会長 

追加の意見はないか。 

 

○委員 

意見なし 

 

（３）「2-3 地域で守る生活者の安全確保」について 

 

○事務局（生活安全課長） 

（意見７）交通事故の観点からいう「交通弱者」は、単なる物理的な強弱（車に対する歩行者・

自転車）をいうのではない。幼児、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。よって、「子ども・高齢者」を「交通弱者」と同一というのは適切で

はない。したがって、委員の意見を踏まえ、「交通弱者である子どもや高齢者」を「子どもや高

齢者」に文言を修正する。 



 

○荒木会長 

事務局の修正案において意見はないか。 

特に意見がないということで、事務局の修正案を承認する。 

 

○事務局（生活安全課長） 

成果指標と目標値「犯罪率（人口１０万人当たりの犯罪件数）」と「交通事故発生率（人口１０

万人当たりの交通事故件数）」について、基準値（2013）を修正する事を審議いただきたい。 

現在の「犯罪率（人口１０万人当たりの犯罪件数）」と「交通事故発生率（人口１０万人当たり

の交通事故件数）」の基準値は、佐賀県警察本部の犯罪件数と交通事故件数を 12月末の人口で除

したものであった。佐賀県警察本部から出される市町別の犯罪率の統計では、「県内市町別刑法

犯認知件数及び犯罪率」のなかで、県及び各市町の犯罪件数を 12 月 1 日の推計人口で除して記

載されている。交通事故発生率についても、佐賀県警察本部の「交通さが」の中で、各市町の交

通事故発生件数と 10 月 1 日の推計人口が記載されており、警察署別の交通事故発生状況におい

ても、人口千人あたりの件数は、10 月 1 日の推計人口が使われている。 

このようなことから、10 万人あたりの率で他都市と同じ基準で比較するために、佐賀県警察本

部の算出にあわせ、平成 25 年度の実績を修正・変更したいと考えている。 

 

○荒木会長 

統計の日付を揃えられたということであるが、よろしいだろうか。 

 

○委員 

意見なし。 

 

--------- 

 

○事務局（生活安全課長） 

（意見８）背景に、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とのご意見を踏まえ、背景を「情報端末の普及や通信

サービス等の多様化、高齢化の進行などに伴い、ＳＮＳトラブルや投資商法詐欺等、消費生活に

関する新たな問題が顕在化しています。」と修正する。あわせて「SNS」に関する、用語解説を加

える。 

 

○山崎委員 

消費者トラブルについては、毎回新しいトラブルが出てくるが、その点についてはどのようにな

るのか。 

 

○荒木会長 

新しいトラブルに関しては「消費生活に関する新たな問題が顕在化しています。」に含まれるの

ではないか。 

 



○荒木会長 

用語解説を同じ頁に記載するということなのか。 

 

○事務局（企画政策課長） 

用語解説は、資料編としてまとめて掲載するか、各頁に掲載するかを検討中であるが、見易さか

らは、各頁に掲載する方向で調整している。 

 

○荒木会長 

事務局の修正案において意見はないか。 

特に意見がないということで、事務局の修正案を承認する。 

 

（４）「2-4 計画的な土地利用の推進」について 

 

○荒木会長 

直接は、係わり無いかもしれないが、コンパクトシティに対する市としての考えは記載しなくて

もよいのだろうか。 

 

○事務局（企画政策課長） 

基本構想の「土地利用」（P17）に記載している。コンパクトなまちを目指すということは、成熟

した社会のなかで進むべき方向であるため、基本構想の「土地利用」ではそのような記載をして

いる。 

また、「2-4 計画的な土地利用の推進」の関連計画である都市計画マスタープランでも、コンパ

クトなまちづくりについて少し詳しく記載している。 

 

○荒木会長 

基本構想の「土地利用の基本方針」（P17）が、「2-4 計画的な土地利用の推進」ここに影響する

ということなのか。 

 

○事務局（企画政策課長） 

基本構想は、基本計画全体を網羅する考えであるため、「2-4 計画的な土地利用の推進」にも影

響するものである。 

 

○荒木会長 

「2-4 計画的な土地利用の推進」全体を読むと、コンパクトになっていく時のまちの考え方が読

み取れはするのだが。 

 

○事務局（建設部長） 

背景と課題に、これまで拡散型で広がってきた市街地を今後に都市経営に関しては、大幅に見直

す必要があり、コンパクトに集約されたまちを目指し、それぞれの地域拠点を中心とした生活圏

を大事にしていくというような考え方が全体としては網羅された内容で表現しているつもりで

はある。 



 

○荒木会長 

取組（基本事業）（P50）の内容で、それが実現の方向に向かうのかというところなのだろう。 

 

○事務局（建設部長） 

都市計画法 34条 11 号のように、小規模な市街地縁辺部での開発を片方では認めつつ、地域コミ

ュニティが成り立たなくなるような地域においても、都市計画法 34 条 11 号で新たな居住者が誘

導されている現状である。良い面ばかりではなく、片方では農地の侵食がはじまっているのでは

ないかという見方をされる方もいる。この辺りが微妙にバランスと取っていくべき課題である。

現在、県と一緒に都市計画基礎調査を行っており、その中で都市計画法 34条 11 号の小規模な市

街地縁辺部での開発についても今後のあり方について順次検討を進めていく事にしている。 

 

○事務局（総務部長） 

都市計画法 34条 11 号は、合併時の取決めもある。そのようなものがないと地域拠点とする旧役

場を中心とする地域に、なかなか人が集まらないのではないかという議論のなかで、都市計画法

34 条 11 号を利用するようにした経緯はある。大きな流れは、建設部長の説明の通りだが、コン

パクトシティという言葉はよいが、周辺部からすると疲弊するだけではないかという心配もあ

る。 

 

○事務局（建設部長） 

イメージとしては、基本構想の将来都市構造図（P22）のように、各支所単位での地域拠点と一

緒になって、地域も大切にしつつ全体としての賑わいの創出を含めて、まちなかの中心拠点も必

要というイメージをここで表現している。 

 

○荒木会長 

基本構想の将来都市構造図（P22）の様なイメージを描かざるを得ないのだろう。 

了解した。 

 

（５）「2-5 市民生活を支える総合交通体系の確立」について 

 

○事務局（企画政策課長） 

（意見 12）施策 2-3 で生活安全課が受けた指摘と同様、「交通弱者」の意味が混同しやすいため、

背景においては「今後は、高齢化の進行に伴い自らの移動手段を確保できない者の増加が見込ま

れることから、公共交通の必要性は高まっていくと予想されます。」とし、課題においては「今

後、自らの移動手段を確保できない持たない者が増加することが見込まれており」と修正する。 

 

○原委員 

その通りである。よいのではないか。 

 

○荒木会長 

「者」という表現は、非常に強い印象をうける。正しい表現ではあるのだが、「市民」や「方」



など他の表現ができないか。 

 

○事務局（企画政策課） 

他の施策でも「市民」や「方」などと表現しており、全体のバランスをみて表現を検討し、次回

お示しする。 

 

○田中委員 

富士町では 10 月 1 日よりコミュニティバスが運行するということであるが、市営バスと昭和バ

スに連携した運行スケジュールの検討もお願いしたい。 

 

○事務局（企画政策課長） 

10 月 1 日より富士町管内のコミュニティバスを運行するが、これは今までの福祉バスを引き継

ぎ、運輸局の認可を受けてコミュニティバスとして運行するということになっている。 

昭和バスに連携した運行スケジュール等に関しては、今後、アンケート等で利用者意見を確認し

ながら進めていきたい。 

 

○亀山委員 

ここで、発言すべき内容ではないが。戦争体験者にとって、B29 の爆音やいつ死ぬかもしれない

という生命の危険を感じながら過ごした日々は一生忘れられない。皆さん回答できないとは思う

が、オスプレイ問題は、慎重に対応していただきたいという要望を申上げたい。 

 

○荒木会長 

佐賀空港がここに記載されているからだろう。この場では、回答できる内容ではないだろうが、

県も市も考えておられるだろう。 

 

（６）「2-6 道路ネットワークの充実」について 

 

○事務局（道路整備課長） 

（意見 17）道路を整備する上で、交通安全対策、警察との連携、規制との関係などを盛り込ん

だほうが望ましいとのご意見を踏まえ、「2-6 道路ネットワークの充実」では、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していくため「2-6-1 生活道路の整備による快適で安

全な移動の確保」の概要を「費用対効果や緊急性の観点から優先度を判断し道路整備を実施しま

す。道路の整備に際しては、歩道や自転車走行空間のユニバーサルデザイン化など、道路利用者

の安全に配慮します。また、地域の実情に応じた市民の自主的な清掃活動への支援や、橋りょう、

舗装などの道路施設の予防的な維持補修などによる長寿命化を図り、交通の安全を確保するとと

もに、維持管理費用の縮減に努めます。」と修正する。 

併せて、交通安全の推進ということで、交通安全の施策を記載している「2-3 地域で守る生活者

の安全確保」では、概要の交通マナーと施設整備の部分を整理し「交通安全の意識や交通マナー

の向上に向けた啓発活動を展開します。企業、交通事業者や警察等の関係機関と連携し、交通安

全施設の整備と合わせて、交通安全対策の充実を図ります。」と修正する。 

 



○荒木会長 

表現が整理され、非常に分かりやすくなったのではないか。 

特に意見がないということであれば、事務局の修正案を承認する。 

 

○森川委員 

好みの問題かもしれないが、「自転車走行空間」は「自転車走行環境」ではダメなのか。 

 

○事務局（道路整備課長） 

自転車が通るところを総称して「空間」と表現している。自転車が通るところは、「自転車専用

道路」「自転車専用通行帯」「歩道と一緒になった自転車通行可」等を総称し「空間」と表現して

いる。 

 

○事務局（建設部長） 

「自転車走行環境」となると、自転車走行マナー等の取組までを含めたイメージで、自転車利用

環境の整備というような表現をする。空間というのは、ハード整備のイメージで使い分けている。 

 

○森川委員 

了解した。 

 

（７）「2-7 安全で快適な住宅環境の充実」について 

 

○荒木会長 

建築住宅課としては、ここに記載している内容が大きな課題ということなのか。 

 

○事務局（建設住宅課長） 

住宅政策では、ここに記載している課題を目標として進めていく考えである。 

 

○山崎委員 

市営住宅の建替えとあるが、市営住宅は随分古いが全て入居しているのか。 

昔の市営住宅は狭く、入居する人がいないのではないかと思うが。 

 

○事務局（建設住宅課長） 

市営住宅は、建替えや統廃合など色んな方策を考えている。入居申込も毎回 4 倍や 5倍などとな

っている。 

 

○荒木会長 

市営住宅の建替え等の必要性はよくわかるが、目指す姿（成果目標）の「市民は、安全、快適で

住みやすい居住空間を確保できている。」とした時に、耐震化や高齢者向け住宅改修など民間住

宅に対する様々な市の補助があるが、そのような面があまり見えないのではないかと感じる。 

建設住宅課として、この表現でよいのであればいいが、どうだろう。 

 



○事務局（建設住宅課長） 

「2-7-1 快適な居住環境の充実」や「2-7-2 建築行政の指導体制強化・推進」では、具体的な補

助等については記載していない。 

 

○事務局（建設部長） 

住宅の耐震診断の助成制度等はあるが、個人住宅でやってみようという方は、ほとんどいない。

佐賀市は、特に地震被害が少ない等もあるのだろうが、あえて、総合計画で記載するような実施

数ではない。 

また、個人住宅に関しては、個人資産の形成にあたるため、あまり力を入れて支援していくとい

うのも難しい。住宅のバリアフリー等に関しても、福祉の助成制度となる。建築住宅課が所管し

ている事業のなかで個人住宅に関する支援策が多くあるわけではない。 

 

○橋本委員 

省エネ住宅等に関する考えはないのだろうか。 

 

○事務局（建設住宅課長） 

昨年度までは、住宅リフォームの助成制度のなかで、省エネ対策にも助成は行っていたが、現在

は終了している。 

 

○荒木会長 

助成制度は、永久的に続くわけではないので記載しづらいのだろう。 

省エネ住宅への推進等の指針は必要ではないか。 

 

○事務局（建設住宅課長） 

具体的な取組は、住宅マスタープランで進めている。 

 

○荒木会長 

理念的なところは、もう少し盛り込んでも良いのではないかと感じるが。 

 

○事務局（建設住宅課長） 

目指す姿（成果目標）が「快適な居住空間」ということで、省エネまでは網羅していないという

ことである。 

 

○荒木会長 

建設住宅課としては、最大限記載できる範囲なのかもれない。了解した。 

 

（８）「4-1 地球にやさしい低炭素社会の構築」について 

 

○事務局（環境政策課副課長） 

（意見 19）成果指標と目標値「市域における温室ガス排出量」について、基準値から目標値ま

での削減が大きすぎないか。どのような施策実施で大幅削減が可能か提示する必要はないのかと



のご意見における、第１回分科会の質疑応答を踏まえ、成果指標「市域における温室効果ガス排

出量」を「市域における電力使用量」に変更する。 

 

○橋本委員 

「市域における電力使用量」に変更するということであり、実数で表示しているが、％表示の方

が分かりやすいのではないか。 

 

○事務局（環境政策課副課長） 

数値の表示は、％の方が分かりやすいのであれば、修正は可能である。 

 

○事務局（環境部長） 

実数で表示しているのは、震災前後と原子力発電所が稼動するかしないかで微妙に数値が変わっ

てくるということで、あえて基準値（2013）を 100 と捉えずに実数で記載した。％表示が見やす

ければ修正をする。 

今回は提示した成果指標と目標値は電力使用量であるため、原子力発電所の稼動による影響はな

い。前回の指標であると、原子力発電所が稼動した時の影響が大きい。 

 

○荒木会長 

厳密にいうと「温室効果ガス排出量」と「電力使用量」は、同化ではないだろう。 

前回も気になるのは、発電だけの CO2 や温室効果ガスの排出ではなく、自動車などもあるのだろ

うが、その辺りはどう考えるべきか。 

1 つの指標としては、「電力使用量」の方が分かりやすいだろう。 

 

○事務局（環境部長） 

国は、かつて CO2 排出量は 28％を目標に進めてきていたが、原子力発電所休止後の 2013 年に

3.8％の削減目標を出した。この 3.8％のうち、2.8％は森林に吸収させる等の話もあり、国全体

の CO2 排出量の方向性が見えない状態である。このようなことから、今回は、九州電力に依頼し

て、「電力使用量」とした、当然、太陽光発電等で再生可能エネルギーを発電したものについて

は、売電も行うが、自家消費で減ってきているというものも含めて、「電力使用量」の方が望ま

しいのではないかと考えている。 

 

○荒木会長 

「電力使用量」にすることは、確かに意味があるとは思うが、自治体レベルで正確な CO2 排出量

というのは把握しにくいものなのか。 

 

○事務局（環境部長） 

把握しにくいものである。また、前回もご説明したように、ガスや重油を使うなど、電力会社の

思惑により変動するものであり、市民の努力が表に現れないという事もある。 

 

○荒木会長 

確かに「電力使用量」であれば、市民の努力が見えやすいというのはある。 



「電力使用量」に変更するということでよいか。 

 

○森川委員 

「電力使用量」にすることで、全体の文言等は問題ないのか。 

確かに「電力使用量」の方が市民には分かりやすいが、当初計画策定時から変更することに問題

はないのか。 

 

○事務局（企画政策課長） 

成果指標に関しては、出来るだけ実数値で目標を管理した方が、進捗を管理しやすいという事は

ある。たしかにここは、「低炭素社会の構築」という事で、めざす姿は、温室効果ガスの排出削

減ということになるため、当然、二酸化炭素の排出量が数値目標に入るべきではあるが、目標値

の設定が国のエネルギー政策によって大きく変わってくることになると、佐賀市が色んな施策を

行っても、なかなかその数値に結びついていかないということになるため、「電力使用量」の方

が、より総合計画で進捗管理しやすいということで考えている。現在提示しているものは素案で

あるため、変更することは問題ない。 

 

○森川委員 

めざす姿（成果目標）の表現についても修正するということでよいのか。 

 

○事務局（環境政策課副課長） 

成果指標と目標値は変更するが、「めざす姿（成果目標）」の表現については現在のままでもよい

と考えている。 

 

○荒木会長 

成果指標の変更はわかりやすくなったため良いと思う。数値を実数とするか％とするかは事務局

で検討いただく。 

成果指標の変更にあわせ、「4-1 地球にやさしい低炭素社会の構築」全体の表現の見直しも事務

局で検討いただきたい。 

 

○事務局（環境部長） 

承知した。 

 

--------- 

 

○事務局（環境政策課副課長） 

（意見 20）背景の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とのご意見を踏まえ、背景を「本市においても、家

庭における家電製品の複数保有率の増加や事業所におけるパソコン等ＯＡ機器の拡充、店舗営業

時間の長時間化（24時間営業）、自動車保有台数の増加等により、温室効果ガスの排出量が増加

傾向にあります。」と修正する。 

 



○橋本委員 

電気と車の排出量が多いため、その辺りが明確になってよくなったのでないか。 

 

○荒木会長 

ここも、「電力使用量」との兼ね合いを工夫して表現していただきたい。 

必ず、修正するということでなく、表現としておかしくなければそのままでも良いとは思う。 

 

--------- 

 

○事務局（環境政策課副課長） 

（意見 21）「4-1-1 温暖化防止対策の推進」の概要「情報提供等」では、イメージがつきにくい。

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。 

（意見 22）「4-1-1 温暖化防止対策の推進」の概要「地球温暖化防止に向けた具体的な行動につ

なげ・・・」とは、具体的な例を挙げて明記することはできないか。 

等のご意見を踏まえ、「市民、事業者等への省エネルギーの対策事例や環境に配慮した行動指針

等の情報提供等により、地球温暖化防止に向けた具体的な行動につなげ、温室効果ガスの削減を

図ります。」と修正する。 

 

○荒木会長 

意見 22 は、第１回分科会後に他分科会委員より提出された意見である。 

修正したことにより、分かりやすくなったのではないか。他の委員の方、よろしいか。 

 

○委員 

意見なし。 

 

--------- 

 

○事務局（環境政策課副課長） 

（意見 23）「4-1-2 再生可能エネルギーの普及促進」の概要は、なかなかイメージがつかめなか

った。もう少し市の方針をアピールしたらどうかとのご意見を踏まえ、「創エネルギーの重要性

を市民や事業者等に発信し、太陽光やバイオマスなど、本市の特性に応じた再生可能エネルギー

の導入を推進します。」と修正する。 

 

○荒木会長 

わかりやすくなったのではないかと思うが、橋本委員どうだろうか。 

 

○橋本委員 

了解した。 

 

（９）「4-2 持続可能な循環型社会の構築」について 

 



○事務局（循環型社会推進課副課長） 

（意見 26）成果指標と目標値の注釈がよく分からないとのご意見における、第１回分科会の質

疑応答を踏まえ、前回説明した数値を修正し、仮設定であった成果指標と目標値を更新した。 

 

○荒木会長 

前回仮設定であった数値を確定値に変更したということであるが、この数値でよろしいか。 

「1 人 1 日当たりごみ排出量」は、なかなか減らないのだろう。 

 

○山崎委員 

消費者グループでも、1日に 53ｇ減らそうという運動をしていたが、なかなか難しかった。 

 

○荒木会長 

「1 人 1 日当たりごみ排出量」には、生ゴミも含んだ重量なのか。 

 

○事務局（循環型社会推進課副課長） 

生ゴミも含んだ重量である。 

 

○事務局（環境部長） 

生ゴミの重量を減らすため、水切りをしていただくようにお願いをしているところであるが、も

う一歩というところである。また、アベノミクスによる経済状況の改善によりゴミの量も比例し

て増えてくるということもある。 

 

○荒木会長 

電気等もそうなのだろう。生ゴミの水分を減らすと燃焼効率もよくなるからということもあるだ

ろう。 

なかなか減りにくいものではあるが、今回確定した成果指標と目標値とするということで了解し

た。 

 

--------- 

 

○事務局（循環型社会推進課副課長） 

（意見 28）「4-2-3 ごみの適正処理」の概要に「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とのご意見を踏まえ、「環境に配慮した安

全で効率的なごみ処理施設の維持管理を行うとともに、廃棄物のリサイクルを推進します。」と

修正する。 

 

○荒木会長 

了解した。 

 

（１０）「4-3 暮らしに身近な生活環境の向上」について 

 



○事務局（上下水道局副局長） 

（意見 31）「4-3-4 下水の適切な処理」は、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

ど例示を入れるとよいとのご意見を踏まえ、「下水道等の処理方式に応じて、効率的かつ効果的

な施設の維持管理を行うとともに、下水道等への切替や宅内ますの定期的な清掃などの適切な利

用を市民に啓発していきます。」と修正する。 

 

○荒木会長 

よく分かるようになった。皆さんどうでしょう。 

 

○委員 

特に意見なし。 

 

○山崎委員 

現在の下水道普及率は、どの程度なのか。 

 

○事務局（上下水道局副局長） 

公共下水道の面的な整備率は、約 82％である。 

 

○荒木会長 

成果指標と目標値「下水道接続率」は公共下水道のみなのか。 

 

○事務局（上下水道局係長） 

佐賀市全体の公共下水道と農業集落排水を併せた数値である。 

合併浄化槽は、申請主義であり、常に 100％となる。 

 

○荒木会長 

整備率よりも接続率の方がよいのだろうか。 

 

○事務局（上下水道局副局長） 

考え方としては、整備については概ね平成 28 年度に終了する予定にしているため、整備率的の

ようなハード的なものよりも接続が重要になってくると考えている。 

 

○荒木会長 

了解した。 

 

（１１）「4-4 都市のみどりと美しい景観の創出」について 

 

○事務局（緑化推進課係長） 

（意見 36）今後の公園の整備等に際しては、犯罪機会論等の観点も取り入れた設計・設備計画



とすることが望ましいため、取組方針には、既存公園の維持管理、公園の新設に際しては、犯罪

機会論等の観点から、犯罪が起きにくい環境の整備を図るという視点を盛り込むべきとのご意見

から、取組方針を「快適なみどり空間の創出に向けて、市民との協働により、緑化活動を促進し

ます。公園については、安心して利用できるよう適切な維持管理に努めます。新しい公園の整備

に当たっては、市民ニーズや地域性を踏まえるとともに、明るく開放的で防災機能等も合わせた

整備に取り組みます。」と修正する。 

 

○原委員 

前回お願いした意見で修正されており、よいのではないかと思うが、「明るく開放的」という表

現を使うと、防災機能にかかってくる。防災・防犯機能など、防犯という文言を追記した方が適

切ではないか。 

 

○事務局（建設部長） 

ご意見を踏まえ、「防犯に配慮する」という文言を追記した表現に再検討する。 

 

○荒木会長 

緑化推進課としては、低木から花に変えるや明るくする等の方針は、実務上は行っているのであ

ろうから、その点は問題ないだろう。 

 

○山崎委員 

商業高校横の公園にある樹木が非常に高く、電灯が分かりにくい等の苦情が非常に多いが、その

辺りも綺麗になるのだろうか。 

 

○事務局（建設部長） 

市民の皆さんより要望があれば、現地を確認し照明等が見えなく危険な公園になっていれば対応

することになる。 

 

３．閉会 

 

○次回について 

 平成２６年８月２７日（水）１７時半～１９時半 

 

 


