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1 47 2 3
地域で守る生活者の
安全確保

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

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。

2 47 2 3
地域で守る生活者の
安全確保

・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、消費生活に関する新たな問題が顕在化していま
す。

・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。

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る。

3 47 2 3
地域で守る生活者の
安全確保

・市民一人ひとりの交通安全に対する意識の向上とともに、
交通弱者である子どもや高齢者に対する交通安全教育の推進
が必要です。また、交通事故の実態に応じた対策が求められ
ています。

・市民一人ひとりの交通安全に対する意識の向上とともに、
交通弱者である子どもや高齢者に対する交通安全教育の推進
が必要です。また、交通事故の実態に応じた対策が求められ
ています。

交通事故の観点からいう「交通弱者」は、単なる物理的な強
弱をいうのではなく「子どもや高齢者＝交通弱者」ではない
ため、文言を削除修正する。

4 48 2 3
地域で守る生活者の
安全確保

2-3-2
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
するとともに、交通安全施設の整備を図ります。
企業、交通事業者や警察等の関係機関と連携し、交通安全対
策の充実を図ります。

2-3-2
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。するとともに、交通安全施設の整備を図ります。
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
設の整備とあわせて、交通安全対策の充実を図ります。

交通マナーの向上に向けた啓発活動と交通安全対策のための
施設整備を一緒に記載していたため、分けてわかりやすく修
正する。
警察等の関係機関と連携しながら、交通安全施設の整備を行
うことを明記する。

5 51 2 5
市民生活を支える総
合交通体系の確立

【背景】
今後は、高齢化の進行に伴い交通弱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、自らの移動手段を持たない交通弱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
市民交通弱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持たない交通弱者
が増加することが見込まれており、

「交通弱者」という言葉には、移動を制約される人という意
味に加えて、交通事故の被害に遭いやすい人という意味もあ
り、混同しやすいため「自らの移動手段を確保できない市
民」に言い換える。

6 54 2 6
道路ネットワークの
充実

2-6-1
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、歩道の整備やユニバーサ
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。

2-6-1
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
整備や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。

良好な自転車交通の秩序を維持するうえで、自転車走行空間
の整備は重要な課題と考えるため、文言を追記する。

7 71 4 1
地球にやさしい低炭
素社会の構築

成果指標
市域における温室効果ガス排出量（1990年（H2）比）

現在 基準値（2013）  146.1％
将来 目標値(2019)     77％
将来 目標値（2024）   75％

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%

　諮問案の成果指標は、平成22年に佐賀市が地球温暖化対策
地域推進計画で示した数値である。市内の温室効果ガスの排
出量は、計算上、電力会社の燃料供給が化石燃料になったこ
とによって押し上げられ、行政や市民の努力と連動していな
い。
　そのため、市民により分かりやすい「市域における電力使
用量」を成果指標としたほうが適切と考えられる。
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8 71 4 1
地球にやさしい低炭
素社会の構築

・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、また店舗営業時間の長時間化（24時間営業）等によ
り、温室効果ガスの排出量が増加傾向にあります。

・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、また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。

　温室効果ガス増加の要因に、パソコン等OA機器の拡充等と
あるが、増加要因の一例として、自動車保有台数の増加を追
記すべきである。

9 72 4 1
地球にやさしい低炭
素社会の構築

市民、事業者等へ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。

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。

　情報提供の内容等について、市民に対して分かりやすく追
記すべきである。

10 72 4 1
地球にやさしい低炭
素社会の構築

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。

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。

　再生可能エネルギーについての市の方針を分かりやすく追
記すべきである。

11 71・72 4 1
地球にやさしい低炭
素社会の構築

【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、また店舗営業時間の長時間化（24時間営業）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、また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。

　成果指標を修正し、8.9.10のように原案から修正すること
に伴い、全体的に文章を精査する必要がある。
　背景に近年の市民のエネルギーに対する意識を明示し、温
室効果ガス削減の方策としての省エネルギーと創エネルギー
について、課題から取組まで明記することで、成果目標や成
果指標を含めた全体の整合がより明確化するため、追記すべ
きである。

12 73 4 2
持続可能な循環型社
会の構築

成果指標
1人1日当たりごみ排出量

現在 基準値（2013）  1,017g/人日
将来 目標値(2019)     975g/人日
将来 目標値（2024）   950g/人日

成果指標
リサイクル率
現在 基準値（2013）   15.5％
将来 目標値(2019)     22％
将来 目標値（2024）   24％

成果指標
1人1日当たりごみ排出量

現在 基準値（2013）  1,048g/人日
将来 目標値(2019)    1,008g/人日
将来 目標値（2024）    964g/人日

成果指標
リサイクル率
現在 基準値（2013）  17.4％
将来 目標値(2019)    19.3％
将来 目標値（2024）  20.5％

　事務局から、2013年度実績に基いて、仮設定であった基準
値と目標値の変更について提示があり、分科会として変更を
確認したもの。
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13 74 4 2
持続可能な循環型社
会の構築

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とも
に、廃棄物のリサイクルを推進します。また、地域環境美化
活動を通じ不法投棄の防止等に努め、廃棄物の適正処理を図
ります。

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。また、地域
環境美化活動を通じ不法投棄の防止等に努め、廃棄物の適正
処理を図ります。

「施設」について、明示されていないため分かりづらい。
　分かりやすく追記すべきである。

14 76 4 3
暮らしに身近な生活
環境の向上

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、適切な利用を市民に啓発していきま
す。

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。

　「適切な利用」について、明示されていないため分かりづ
らい。
　例示を追記すべきである。

15 78 4 4
都市のみどりと美し
い景観の創出

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。公園については適切な維持管理に努
め、市民の利用を促進するとともに、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、防災機能と合わせ
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。、市民の利用を促進する
とともに、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にも配
慮した機能と合わせた整備に取り組みます。

　既存公園の維持管理、公園の新設に際しては、犯罪が起き
にくい環境の整備を図っているが、記載されていないように
感じる。
　オープンな空間の確保や、犯罪やいたずら防止の視点を追
記すべきである。
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