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1 意見 43 2 1
総合的な防災・危
機管理対策の充実

各校区にある、まちづくり協議会により、防犯・
防災の計画をし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。
佐賀県建築業協会が「減災・防災ハンドブック」
を作っているが、佐賀市でもこのようなものを作
る考えはないか。

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。
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
いるので活用していただきたい

消防防災課 山崎佐智子

2 意見 43 2 1
総合的な防災・危
機管理対策の充実

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

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。

消防防災課 山崎佐智子

3 45 2 2
安全で美しい河川
環境の適切な管理

成果指標と基準値・目標値の不整合
を修正
（修正前）28.9％
水辺空間を身近な娯楽や憩いの場と
して利用している人の割合
（修正後）70.2％
水辺がある公園や河川公園など水辺
空間に親しみを感じる人の割合

成果指標
水辺空間に親しみを感じている市民の
割合

現在 基準値（2013）  28.9％
将来 目標値(2019)    34.0％
将来 目標値（2024）  39.0％

成果指標
水辺空間に親しみを感じている市民の
割合

現在 基準値（2013）  70.2％
将来 目標値(2019)    73.2％
将来 目標値（2024）  75.7％

河川砂防課 ―

4 47 2 3
地域で守る生活者
の安全確保

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、算出する際に
使用する人口を佐賀県警察本部の算
出の時点にあわせ、平成25年度の実
績を修正・変更する。

成果指標
・犯罪率（人口10万人当たりの犯罪件
数）
　　現在 基準値（2013） 1,259件

・交通事故発生率（人口10万人当たり
の交通事故件数）
　　現在 基準値（2013） 1,381件

成果指標
・犯罪率（人口10万人当たりの犯罪件
数）
　　現在 基準値（2013） 1,261件

・交通事故発生率（人口10万人当たり
の交通事故件数）
　　現在 基準値（2013） 1,383件

生活安全課 ―

5 意見 49 2 4
計画的な土地利用
の推進

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。

市の考えは、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。
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の都市経営
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
した内容で表現している。

都市政策課 荒木宏之

6 49 2 4
計画的な土地利用
の推進

成果指標の基準値の修正による目標
値の修正

成果指標
自然と都市が調和した計画的な土地利
用が行われていると感じる市民の割合

現在 基準値（2013）  47.3％
将来 目標値(2019)    54.8％
将来 目標値（2024）  60.0％

成果指標
自然と都市が調和した計画的な土地利
用が行われていると感じる市民の割合

現在 基準値（2013）  44.6％
将来 目標値(2019)    52.1％
将来 目標値（2024）  57.3％

都市政策課 ―
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7 意見 51 2 5
市民生活を支える
総合交通体系の確
立

「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。

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
みて表現を検討する。

【背景】
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。

【課題】
今後、自らの移動手段を確保できない
者が増加することが見込まれており、

【背景】
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市民者の増加が
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。

【課題】
今後、自らの移動手段を確保できない
市民者が増加することが見込まれてお
り、

企画政策課 荒木宏之

8 意見 51 2 5
市民生活を支える
総合交通体系の確
立

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。

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。

企画政策課 田中初治

9 意見 53 2 6
道路ネットワーク
の充実

「自転車走行空間」は「自転車走行環境」ではダ
メなのか

「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
というような意味合いになる。「空
間」をハード整備のイメージで使い
分けている。

道路整備課 森川直行

10 意見 55 2 7
安全で快適な住宅
環境の充実

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。
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）を「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などの面があまり見えない
のではないかと感じる。

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。
住宅の耐震診断の助成制度等はある
が、個人住宅での利用者はほとんど
なく、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。

建築住宅課 荒木宏之

11 意見 55 2 7
安全で快適な住宅
環境の充実

省エネ住宅等に関する考えはないのだろうか。
省エネ住宅への推進等の指針は必要ではないか。

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。
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。
具体的な取組は、住宅マスタープラ
ンで進めている。

建築住宅課
荒木宏之
橋本辰夫

12 71 4 1
地球にやさしい低
炭素社会の構築

他の成果指標で使用している市民意
向調査結果については、小数第1位
まで記載しているため、記載を合わ
せる。

成果指標
省エネ等の環境問題を意識し、取り組
んでいる市民の割合

現在 基準値（2013）  79%
将来 目標値(2019)    82%
将来 目標値（2024）  85%

成果指標
省エネ等の環境問題を意識し、取り組
んでいる市民の割合

現在 基準値（2013）  78.8%
将来 目標値(2019)    82.0%
将来 目標値（2024）  85.0%

環境政策課 ―

13 意見 71 4 1
地球にやさしい低
炭素社会の構築

成果指標
市域における電力使用量

現在 基準値（2013）  1,411GWｈ
将来 目標値(2019)    1,386GWｈ
将来 目標値（2024）  1,350GWｈ

指標をパーセントで表した方がわかりやすいので
はないか。

検討することとしたい。

成果指標
市域における電力使用量

現在 基準値（2013）  1,411GWｈ
将来 目標値(2019)    1,386GWｈ
将来 目標値（2024）  1,350GWｈ

成果指標
市域における電力使用量（2013年比）

現在 基準値（2013）  100.0%
将来 目標値(2019)     98.2%
将来 目標値（2024）　 95.6%

環境政策課 橋本辰夫
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14 意見 71 4 1
地球にやさしい低
炭素社会の構築

成果指標の変更に合わせ、「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検討いた
だきたい。

検討することとしたい。

【背景】
・地球規模での環境問題である地球温
暖化については、その原因となる二酸
化炭素等の温室効果ガスの排出量の増
加が問題になっています。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。

【課題】
・地球温暖化に対しては、市民一人ひ
とりの日常生活や事業活動の中で、二
酸化炭素の排出削減につながる取組を
増やしていく必要があります。また、
二酸化炭素をほとんど排出しない太陽
光や水力、風力、バイオマス等をはじ
めとする再生可能エネルギーを本市の
特性に応じて普及促進することが求め
られています。

■取組方針
市民一人ひとり、また地域や事業者に
対して環境負荷を減らすことのできる
取組を積極的に啓発していくととも
に、再生可能エネルギーの普及に努
め、低炭素社会の構築を推進します。

【背景】
・地球規模での環境問題である地球温暖
化については、その原因となる二酸化炭
素等の温室効果ガスの排出量の増加が問
題になっています。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。一方、東日本大震災以後、市
民のエネルギー問題への関心や省エネル
ギーに対する意識が高まりつつありま
す。

【課題】
・地球温暖化に対しては、市民一人ひと
りの日常生活や事業活動の中で、エネル
ギーの消費を抑制するなど二酸化炭素の
排出削減につながる取組を増やしていく
必要があります。また、二酸化炭素をほ
とんど排出しない太陽光や水力、風力、
バイオマス等をはじめとする再生可能エ
ネルギーを本市の特性に応じて普及促進
することが求められています。

■取組方針
市民一人ひとり、また地域や事業者に対
して省エネルギーなどの環境負荷を減ら
すことのできる取組を積極的に啓発して
いくとともに、再生可能エネルギーの普
及に努め、低炭素社会の構築を推進しま
す。

環境政策課 森川直行

15 75 4 3
暮らしに身近な生
活環境の向上

記載している接続率に、市営浄化槽
設置基数を加算、再計算し、下水道
全体の接続率とする。

成果指標
下水道接続率

現在 基準値（2013）  87.43%
将来 目標値(2019)    92.15%
将来 目標値（2024）  93.27%

成果指標
下水道接続率

現在 基準値（2013）  87.30%
将来 目標値(2019)    92.19%
将来 目標値（2024）  93.40%

環境政策課
上下水道局

―

16 77 4 4
都市のみどりと美
しい景観の創出

屋外広告物許可割合の記載につい
て、基準値の表記に合わせて、小数
第1位まで記載する。

成果指標
屋外広告物許可割合

現在 基準値（2013） 26.9%
将来 目標値(2019)   75%
将来 目標値（2024） 100%

成果指標
屋外広告物許可割合

現在 基準値（2013） 26.9%
将来 目標値(2019)   75.0%
将来 目標値（2024） 100%

都市デザイン課 ―

17 意見 78 4 4
都市のみどりと美
しい景観の創出

【取組方針】
公園について、防犯という文言を明記することを
検討していただきたい。

検討することとしたい。

4-4 都市のみどりと美しい景観の創出
■取組方針
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。

4-4 都市のみどりと美しい景観の創出
■取組方針
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、明るく開放的で防犯や防災機能等
にも合わせた配慮した整備に取り組み
ます。

緑化推進課 原　貴泰
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