H26.8.20 第３回総合政策分科会

◎分科会報告案（総合政策分科会）
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原案（修正前）

■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。
２ 計画策定の背 さらに、一部の地域では過疎化が進行していく
景
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。

修正案

■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沿革歴史的特性
「さが」が歴史に登場したのは、「肥前国風土
記」に遡り、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」
と言われ、後に改めて「佐嘉郡（さかのこお
り）」と呼ばれたと記されています。その後、明
治時代に現在の「佐賀」という地名となりまし
た。
③沿革
江戸時代には鍋島氏が佐賀藩を治め、幕末には
1871年（明治4年）に廃藩置県が行われ、同年に
製鉄、加工技術、大砲、蒸気機関、電信などの研
松浦郡伊万里に県庁が置かれましたが、翌1872年
究や開発、生産を行い、最も近代化された藩の一
２ 計画策定の背 （明治5年）には佐賀県と改称し県庁を佐賀に移し
つとなるとともに、教育の充実によって、明治維
ました。その後、長崎県に合併しましたが、1883
景
新期に日本の近代化を推進した多くの人材を輩出
(2)わがまちの姿 年（明治16 年）には佐賀県として分離独立し、現
しました。
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
※地名の由来には諸説ある。
在地となりました。

修正理由

今後、人口減少が大きな課題となってくるた
め、人口の減少を抑制する必要性について記述す
る必要性がある。
そのため、「社会潮流の変化」の項目におい
て、人口減少を抑制するために様々な取組を進め
る必要性について言及すべきと考える。

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
いるものであるため、歴史的風土についても記述
することが望ましい。

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・・・
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(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、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。

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、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。

1

本市は、北の山間部から南の低平地といった多
岐にわたる地勢を有するため、山間部の土砂災害
防止対策についても記載すべきである。
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(1)基本理念

原案（修正前）

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。

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。

修正案

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。

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。

修正理由

中心市街地と福祉・子育ての連携など、施策を
横断して機能的な結びつきを考えながら取り組ん
でいく姿勢を書き加えることが望ましい。

次世代育成はまちづくりの土台となるため、ま
ちづくりに当たっての重要な視点として、将来像
の中に明記することが望ましい。
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(2)将来像
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(2)将来像

○人と自然 未来につなぐ しあわせ実感都市 さが
○“つながり”と“にぎわい”で創る しあわせ実
別紙３で検討
感都市 さが
○みどり豊か・人輝く 元気創造都市

(3)基本政策

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
特に地震や豪雨等の自然災害に対しては、防
災・危機管理体制の充実や地域における防災力の
向上を図るとともに、大雨に伴う平野部の洪水・
内水氾濫や山間部の土砂災害への治水・治山対策
に重点的に取り組みます。

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
特に地震や豪雨等の自然災害に対しては、防
災・危機管理体制の充実や防災教育・啓発等を通
じた地域における防災力の向上を図るとともに、
大雨に伴う平野部の洪水・内水氾濫や山間部の土
砂災害への治水・治山対策に重点的に取り組みま
す。

東日本大震災以降、「防災教育」がますます重
要となっているため、文言として明記すべきであ
る。

(3)基本政策

④恵まれた自然と共生し、人と地球にやさしいま
ち
また、水とみどりの調和をはじめ、良好な街並
み形成や田園、クリーク等の自然景観の保全等に
取り組むとともに、身近な環境問題である大気汚
染や騒音・振動等の対策やペット問題、空き家の
適正管理などの生活環境の改善に向けた取組を充
実します。

④恵まれた自然と共生し、人と地球にやさしいま
ち
また、水とみどりの調和をはじめ、生物多様性
の確保、良好な街並み形成や田園、クリーク等の
自然景観の保全等に取り組むとともに、身近な環
境問題である大気汚染や騒音・振動等の対策や
ペット問題、空き家の適正管理などの生活環境の
改善に向けた取組を充実します。

環境のキーワードとして、「生物多様性」が柱
の一つであると考えられる。本市は自然が豊かで
あり、市でもラムサール条約登録に向けた取組な
どを推進しており、文言として明記すべきであ
る。
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原案（修正前）

修正案

修正理由

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
あわせて、また、市民誰もが生涯にわたって
様々な知識や教養を身に付けることができる環境
や、心身の健康づくりに向けてスポーツに親しむ
ことができる環境を整備します。あわせて、これ
まで培ってきた歴史・文化の適切な保全・活用や
を図るとともに、市民文化活動芸術の環境整備創
造につながるよう取り組み取組を進めます。
また、さらに、・・・

原案では、表題に比べ、文化の振興に関する記
述が弱く感じられる。「文化を育む」という趣旨
をもっと強く記載すべきと考える。
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(3)基本政策

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
あわせて、市民誰もが生涯にわたって様々な知
識や教養を身に付けることができる環境や、心身
の健康づくりに向けてスポーツに親しむことがで
きる環境、これまで培ってきた歴史・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。
また、・・・
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(3)基本政策

⑥互いに尊重しあい、共に創るふれあいのあるま
ち

⑥互いに尊重しあ合い、共に創るふれあいのある
まち

（字句の訂正）
「～し合い」と他の箇所と表記を合わせる。

①土地利用の基本方針
●人口減少、少子高齢社会に対応した拠点集約連
携型各拠点の役割に応じて機能分担がなされ、中
心拠点及び地域拠点が有機的に相互連携した都市
構造のを実現に向けてするため、今後も引き続
き、土地需要の量的調整や土地利用の質的向上を
図り、都市機能を適正に配置したコンパクトな都
市形成を推進します。

「拠点集約型都市構造」の文言が分かりにくい
ため、表現を改める。
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(4)土地利用

①土地利用の基本方針
●人口減少、少子高齢社会に対応した拠点集約連
携型都市構造の実現に向け、今後も引き続き、土
地需要の量的調整や土地利用の質的向上を図り、
都市機能を適正に配置したコンパクトな都市形成
を推進します。
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(4)土地利用

③将来都市構造

③将来の都市構造

「将来都市構造」は、「将来の」や「将来にお
ける」が文言として適切である。

【拠点】
■中心拠点

●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。

「高次都市機能」の意味が分かりにくいめ、言葉
の説明を加えた方が分かりやすい。
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(4)土地利用
―
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14

20

(4)土地利用

15

25

基本計画全般

原案（修正前）

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。

―

修正案

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。

―

基本計画全般

―
（例）農業振興地域整備計画（H21～H30）

【背景】

―
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【課題】
まちづくりには国際的な視点も必要であり、外
国の都市、団体等との交流や連携を図ることによ
り、市民の国際的な視野を広げ、文化の多様性へ
参加と協働によ の理解を深めることが一層求められています。
るまちづくり
■取組方針
6-1-4多文化共生の推進
姉妹都市交流等を通して、文化の多様性につい
ての市民の理解を深めるとともに、関連団体との
連携を図りながら、外国人と市民との交流促進に
向けた活動を推進します。

川副支所周辺は、以前に比べて、空き地、空き
家が増えてきており、大規模な住宅地という表現
に違和感があるため、近隣地域と比べて規模が大
きいことと、既存の住宅地であることを表現する
よう改める。

市民意向調査によって成果指標を捕捉している
・市民意向調査の概要については、「基本計画（分野
が、当該調査の概要を明記した方が親切である。
別）の見方」（P25）に追記し、出典や根拠、注釈は第１
あわせて、データの出典や根拠は、各施策に明記
次総合計画のような形で付記する。
すべきである。

■関連する計画
・個別計画の計画期間を付記する。

16

修正理由

施策に関係する「～計画」を明示してあるが、
時代に合った課題に対応しているか分かるよう
に、「いつ策定された」、「何カ年」の計画と記
載した方が丁寧である。

【背景】
（３点目に追加）
旅行や業務での市民の海外渡航の機会が増大す
る一方、外国人観光客や留学生などの在住外国人
との交流機会も増加しており、日常生活の中で外
国人との円滑なコミュニケーションを図るための
国際理解が一層必要となっています。
【課題】
まちづくりには国際的な視点も必要であり、外
国の都市、団体等との交流や連携市民の異文化理
解の推進を図ることにより、市民の国際的な視野
を広げ、文化の多様性への理解を深めることが一
層求められています。
■取組方針
6-1-4多文化共生の推進
姉妹都市交流や国際理解講座等を通して、文化
の多様性についての市民の理解を深めるととも
に、関連団体との連携を図りながら、外国人と市
民との交流促進に向けた活動を推進します。

4

まちづくりにおいては、定住外国人との共生が
多文化共生のポイントである。本市は、留学生も
多く、バルーンの時にも多く来られるので、市民
の日常生活の中でのコミュニケーションが大切と
考える。
よって、そのような視点で全体的に修正する。
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原案（修正前）

■背景と課題
【背景】
―
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修正案

■背景と課題
【背景】
（３点目に追加）
・本市では、情報公開制度の総合的推進を通じて
公正で開かれた市政の推進を図るとともに、個人
情報の適正な管理に努めています。

情報共有の推進

修正理由

施策の中で、情報公開についての記載がない。
情報が共有されるためには、公開されなければな
らないので、情報発信だけではなく、積極的な情
報公開という言葉が必要であり、あわせて個人情
報の適正な管理も重要となってくる。

■取組方針
6-2-3適切な情報管理の推進
公文書管理など適切な情報管理を行うととも
に、市民の個人情報を適正に管理します。

■取組方針
6-2-3適切な情報管理の推進
公文書管理など適切な情報管理を行うととも
に、市民の個人情報を適正に管理します情報の公
開と個人情報の適正管理を推進します。

■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、きめ細かな
情報発信を行います。

■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せ
ながら、きめ細かな情報発信を行います。

■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
人権尊重の確立
「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。

■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。

人権の侵害や尊重に触れる前に、前提として人
権についての「理解」が必要であるため、市民が
人権への理解を深めることを書き加える。

■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。

国も女性の登用を推進しており、積極的な女性
の登用について、もう少し強調した表現をした方
がよいと考えられる。

情報共有の推進

■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
個性と能力を発 など、社会のあらゆる分野への女性の参画を推進
揮できる男女共 します。また、企業などに対しては、ワーク・ラ
同参画社会の実 イフ・バランスの推進に向けた働きかけを行いま
現
す。

情報のツールとして市報やホームページは以前
からあるため、近年、利用が増えているＳＮＳ等
を活用することを書き加えることで、若い世代へ
対応する意図を含ませることができると考えられ
る。
（用語解説）
なお、「ＳＮＳ」については、用語解説に加え
●ＳＮＳ
Social Networking Serviceの略。「人同士のつ る。
ながり」を電子化するサービスのこと。ツイッ
ターやフェイスブックなど。
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原案（修正前）

【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。

22

103

6

4

個性と能力を発
揮できる男女共
同参画社会の実 ■取組方針
6-4-2女性の人権の確立
現
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。

■成果指標
実質公債比率

23

107

7

2

財政の健全性の
現在 基準値（2013）
確保
将来 目標値（2019）
将来 目標値（2024）

修正案

修正理由

【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
に努めます。を図り、相談者の実情に応じた支援
を行います。

被害者の状況は様々であり、相談体制の構築は
もちろん、相談者の安全確保についても記述する
必要があると考えられる。

■成果指標
実質公債比率
5.7%
6.0%
5.5%

現在 基準値（2013）
将来 目標値（2019）
将来 目標値（2024）

6

5.6%
5.0%
4.5%

事務局から、2013年度決算に基いて、仮設定で
あった基準値と目標値の変更について再提示があ
り、分科会として変更を確認したもの。

