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基 本 計 画 

第２章 
 

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 
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２-１  総合的な防災・危機管理対策の充実 

 

施策統括責任課 

消防防災課 

 

■ めざす姿（成果目標） 

災害に対応するための消防防災体制が充実しており、市民の防災意識が

高く、災害に対する備えができている。 
 

■ 成果指標と目標値 

成果指標 単位 
現在 

基準値（2013） 

将来 

目標値(2019) 

将来 

目標値（2024） 

近所の避難場所・避難所

を知っている市民の割

合 

％ 62.6 70.0 75.0 

非常持ち出し袋の準備

や室内の地震対策をし

ている市民の割合 

％ 19.8 38.0 50.0 

自主防災組織率 ％ 53.2 72.0 77.0 

 

■ 背景と課題 

【背景】 

・東日本大震災の発生により、市民の災害対策への関心が高まっています。また、本市でも気候

の変化などの影響による集中豪雨や台風、さらには竜巻、地震などの自然災害の発生が懸念さ

れています。 

 

・災害の被害を最小限に抑えるためには、自助・共助・公助のそれぞれの主体が災害への対応能

力を向上させるとともに、連携して活動できることが重要となっています。 

 

【課題】 

・本市の消防・救急活動については、これまで広域的な取組によって体制の充実を図ってきまし

た。今後も関係機関との連携を強化し、より効率的な体制の整備を推進することが求められて

います。 

・災害による被害を最小限にするためには、市民と行政が連携した防災体制の充実を図ることが

必要となります。このためには、日頃から市民の防災意識の醸成に努め、地域の防災力の向上

を図るとともに、地域と行政の連絡体制の確立が必要です。また、災害時に大きな役割を果た

している消防団は、団員数が減少しており団員の確保が急務となっています。 
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・風水害や地震・津波災害などの自然災害や原子力災害のほか、新型感染症や、万一の武力攻撃、

大規模テロに対しても、対策を講じておく必要があります。 

 

■ 取組方針 

風水害や地震災害など、あらゆる災害に対応するため、消防・救急体制の充実や地域の防災力

の向上、危機管理対策の充実などに取り組みます。 

 

施  策 取組（基本事業） 概    要 

2-1 

総合的な防災・危

機管理対策の充実 

2-1-1 

消防･救急体制の充実 

佐賀中部広域連合（佐賀広域消防局）等との

連携を図り、消防施設や資機材を整備しま

す。また、救急業務での医療機関との連携の

強化に努めます。 

2-1-2 

地域の防災力の向上 

市民の防災意識の向上や自主防災組織の結

成・育成の強化、消防団の組織体制の整備を

進めるとともに、各種訓練の実施などによ

り、災害への対応能力の向上を図ります。ま

た、災害時における地域と行政の連絡体制を

構築します。 

2-1-3 

危機管理対策の充実 

新型感染症の発生、武力攻撃や大規模テロな

どに備え、正確な情報の収集・伝達に努める

など、国民保護計画等に基づく危機管理体制

の充実を図ります。 

 

■ 関連する計画 

地域防災計画 

国民保護計画 
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２-２  安全で美しい河川環境の適切な管理 

 

施策統括責任課 

河川砂防課 

 

■ めざす姿（成果目標） 

河川等が適切に整備・管理され、多くの市民が水辺に親しみを持てる環

境が整っている。 
 

■ 成果指標と目標値 

成果指標 単位 
現在 

基準値（2013） 

将来 

目標値(2019) 

将来 

目標値（2024） 

河川整備率 ％ 73.0 76.5 79.0 

急傾斜地対策事業による

危険箇所解消率 
％ 59.4 62.5 65.0 

水辺空間に親しみを感じ

ている市民の割合 
％ 70.2 73.2 75.7 

 

■ 背景と課題 

【背景】 

・本市は、北部の山間部から有明海へ嘉瀬川をはじめとする多くの河川が流れ、北山ダム・嘉瀬

川ダムや田園地帯に広がるクリーク網など多様な水環境に恵まれています。 

・平野部は低平地であり、有明海の潮汐の影響を受けやすいため、円滑に雨水を排水することが

難しく、浸水被害を受けやすい環境にあります。 

【課題】 

・近年、集中豪雨が頻発しており、平野部での河川改修や内水排除対策、有明海沿岸部の高潮対

策など治水のための更なる基盤整備が求められています。また、山間部においては、がけ崩れ

等の土砂災害の防止対策が緊急の課題となっています。 

・平野部の河川・水路では、水量が十分に確保されていないために水が行き届かない地域が見受

けられます。美しい水辺空間を保全するため、河川・水路の適切な管理と流量の維持を図る必

要があります。また、市民と一体となって取り組んでいる河川・水路の清掃活動への参加者数

は増加傾向にありますが、参加者の高齢化が進んでいるため、若年者や企業・学校等の一層の

参加が求められます。 
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■ 取組方針 

河川改修等による治水対策や急傾斜地の土砂災害防止対策などの緊急の課題解決に取り組み

ます。 

また、河川・水路の浄化や市民との協働による清掃活動を推進し、水辺空間の保全を図ります。 

 

施  策 取組（基本事業） 概    要 

2-2 

安全で美しい河川

環境の適切な管理 

2-2-1 

治水対策等の充実 

平野部における河川改修や内水排除対策、有

明海沿岸部における高潮対策などの治水対

策や、山間部の土砂災害防止対策など災害を

未然に防ぐ基盤整備を推進します。 

2-2-2 

水辺空間の保全 

河川・水路を適切に管理するとともに、国や

県などの関係機関との連携により流水機能

を維持し、適正な環境用水の配分を図りま

す。また、市民との協働による河川・水路の

清掃活動など河川環境の改善に取り組み、多

くの市民が水辺に親しみを持てる環境の保

全を図ります。 

 

■ 関連する計画 

排水対策基本計画 

 



47 
 

２-３  地域で守る生活者の安全確保 

 

施策統括責任課 

生活安全課 

■ めざす姿（成果目標） 

市民は、日常生活において事故・事件に巻き込まれることなく、安心し

て生活を送っている。 
 

■ 成果指標と目標値 

成果指標 単位 
現在 

基準値（2013） 

将来 

目標値(2019) 

将来 

目標値（2024） 

地域で、事故・事件にあうこ

となく安全に暮らせると感じ

る市民の割合 

％ 79.1 83.0 85.5 

犯罪率（人口１０万人当たり

の犯罪件数） 
件 1,261 1,043 895 

交通事故発生率（人口１０万

人当たりの交通事故件数） 
件 1,383 1,199 1,078 

 

■ 背景と課題 

【背景】 

・本市では、市民の安全を脅かす犯罪や交通事故について、警察や地域と連携しながら撲滅に向

けて取り組んできましたが、犯罪率や交通事故発生率は横ばい傾向にあり、全国や県の平均と

比べると高い状況です。 

・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。 

【課題】 

・子どもや女性、高齢者等を狙った犯罪に対し、警察などの関係機関と連携して市民の防犯意識

を高めるとともに、地域全体で情報を共有しながら、犯罪に強いまちづくりに取り組むことが

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、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。 

・情報通信技術の進展や消費の志向・形態の多様化に伴い、消費生活に関する問題が複雑化・高

度化しています。様々な分野についての相談が寄せられており、消費者の権利や安全、安心を

守る取組をより充実していく必要があります。 
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■ 取組方針 

空き巣や窃盗などの犯罪対策に加え、近年、社会問題となっている子どもや女性、高齢者等を

対象とした犯罪対策にも力を入れ、地域と一体となって防犯対策に取り組みます。交通安全につ

いては、啓発や施設整備等を推進します。また、契約や商品・サービスに関わるトラブルについ

ては、周知・啓発による未然防止や相談体制の充実を図ります。 

 

施  策 取組（基本事業） 概    要 

2-3 

地域で守る 

生活者の安全確保 

2-3-1 

防犯対策の充実 

地域の自主防犯組織の活動を支援するとと

もに、警察、防犯協会、教育機関等の関係機

関と連携し、犯罪防止に向けた情報発信や啓

発に取り組みます。 

2-3-2 

交通安全の推進 

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あわせて、交通安

全対策の充実を図ります。 

2-3-3 

消費者の安全確保 

悪質商法等に関する情報提供や啓発に努め

るとともに、被害者救済のため、相談事業の

充実を図ります。 

情報端末の普及等に対応し、子どもから高齢

者までの消費者教育推進のため、教育委員会

をはじめ関係機関と消費生活センターとの

連携を図ります。 

 

■ 関連する計画 

交通安全計画 
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２-４  計画的な土地利用の推進 

 

施策統括責任課 

都市政策課 

■ めざす姿（成果目標） 

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。 
 

■ 成果指標と目標値 

成果指標 単位 
現在 

基準値（2013） 

将来 

目標値(2019) 

将来 

目標値（2024） 

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 

％ 44.6 52.1 57.3 

 

■ 背景と課題 

【背景】 

・本市は、北部には脊振・天山山系の山林や丘陵地が控え、市街地周辺には良好な田園環境が広

がり、南部には有明海沿岸にかけて広大な平野部を形成しています。本市の総面積約 43,100ha

のうち、民有地面積は約 26,400ha であり、民有地の土地利用の状況は、田畑が 45.7%、宅地

が 13.9%、山林原野が 38.0%、その他が 2.4%です。 

 

・本市では、無秩序な開発を抑制し、計画的な土地利用を推進するため、線引き制度を導入して

います。佐賀都市計画区域の面積は 22,085ha で、市街化区域が 2,950ha、市街化調整区域が

19,135haであり、土地利用の状況は、都市的土地利用が 30.3%、自然的土地利用が 69.7%です。

平成 22年 10月には、本市の南部に位置する川副町、東与賀町及び久保田町を佐賀都市計画区

域に編入するとともに、その全域を市街化調整区域に指定しています。 

 

・本市の土地利用は、これまで人口増加や経済成長を背景とした都市の拡大を前提として、「量」

の確保に重点が置かれてきました。そのため、平野部では、住宅や商業施設などの郊外立地が

進み、人口減少や経済の安定成長へと移行した現在においても依然としてその傾向にありま

す。 

 

【課題】 

・人口減少社会の到来や急速な高齢化の進行、厳しい財政状況、環境問題の深刻化、多発する災

害、経済活動の停滞など刻々と変化する社会経済潮流の中、拡散型市街地の進展は、社会資本

の整備や維持管理に対する費用対効果の低下や、市民の日常生活に必要な公共サービス機能の

非効率化など、様々な問題を引き起こす可能性があります。 
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・中山間地域では、人口の流出や高齢化が進んでおり、農林業の経営や地域コミュニティの活力

の低下などが問題となっています。 

 

■ 取組方針 

効率的で持続可能な都市経営の観点から、多様な都市機能が集積する中心市街地などの既成市

街地と個性のある周辺地域の、それぞれの役割と規模に応じた拠点性の向上を図りながら、自然

と都市が調和した計画的な土地利用を推進します。 

また、中山間地域においては、豊かな自然環境と地域住民の生活環境との調和を図りながら、

自然の持つ多面的機能を将来世代が享受できるよう、土地の適切な管理・保全を図ります。 

 

施  策 取組（基本事業） 概    要 

2-4 

計画的な土地利用

の推進 

2-4-1 

土地の有効利用の推進 

社会経済情勢を見据えながら、限られた資源

である市土の有効利用を推進します。 

2-4-2 

土地利用の規制・誘導 

各種法規制や開発許可制度の運用などによ

る適正な土地利用の規制・誘導を行います。 

2-4-3 

地籍調査の推進 

計画的に地籍調査を実施し、土地取引の円滑

化と活性化を推進します。 

 

■ 関連する計画 

都市計画マスタープラン 

農業振興地域整備計画 

森林整備計画 
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２-５  市民生活を支える総合交通体系の確立 

 

施策統括責任課 

企画政策課 

 

■ 目指す姿（成果目標） 

市民は、公共交通機関を快適に利用でき、主要な場所へスムーズに移動

することができる。 
 

■ 成果指標と目標値 

成果指標 単位 
現在 

基準値（2013） 

将来 

目標値(2019) 

将来 

目標値（2024） 

公共交通機関（バス）の利

用者数 
万人 277.7 276.2 283.2 

市民一人当たりの公共交通

機関（バス）の利用回数 
回 12.0 12.4 13.2 

 

■ 背景と課題 

【背景】 

・本市では、高度経済成長期以降の車社会の進展とともに、商業施設等の都市機能が中心市街地

から郊外に分散したことから、日常的な移動手段として自家用車が多く利用されています。し

かし、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。 

 

・本市の公共交通の中心であるバスの利用者は年々減少し、公営、民営に関わらず、経営は大変

厳しくなっており、交通事業者の経営努力だけでは路線の維持が困難になってきています。 

 

・市内には、九州横断自動車道佐賀大和インターチェンジやＪＲ佐賀駅があり、首都圏や海外を

結ぶ有明佐賀空港が立地するほか、九州新幹線西九州ルートや有明海沿岸道路の整備が進んで

おり、これらを活用した地域振興や都市間連携を推進していくことが期待されています。 

 

【課題】 

・今後、自らの移動手段を確保できない市民が増加することが見込まれており、利用者ニーズに

合わせて必要なバス路線は維持し、市民の移動手段を確保することが必要です。また、人口が

減少していく中で、将来にわたって公共交通を維持していくためには、利用者の減少に歯止め

をかけ、さらには利用者を増やしていくことが求められています。 

 

・有明佐賀空港に就航する便数を増やし利便性を向上していくためには、更なる利用促進が必要

です。また、九州新幹線西九州ルートは 2022年（平成 34年）の開業をめざして、着実な事業
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推進が求められています。 

 

■ 取組方針 

市民がスムーズに移動できるように、バスを中心とした利便性・効率性の高い公共交通ネット

ワークを構築するとともに、市民、交通事業者、行政等が連携・協力しながら、地域の特性に応

じた多様な公共交通の実現を図ります。 

地域間交流の促進や産業の振興のため、有明佐賀空港の利用促進を図るとともに、九州新幹線

西九州ルートの着実な整備を働きかけていきます。 

 

施  策 取組（基本事業） 概    要 

2-5 

市民生活を支える

総合交通体系の確

立 

2-5-1 

生活交通の維持・確保 

市民の移動手段を確保するため、必要に応じ

てバス事業者への支援等を行います。市営バ

スは経営改善を図り、生活路線の維持に努め

ます。公共交通不便地域・空白地域の解消を

図るため、地域の実状に応じた域内交通の充

実を図ります。 

2-5-2 

広域交通の利便性の向上 

有明佐賀空港については、引き続き佐賀県等

とともに利用促進を図ります。また、九州新

幹線西九州ルートの着実な整備に向けて佐

賀県等と連携していきます。 

 

■ 関連する計画 

公共交通ビジョン 
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２-６  道路ネットワークの充実 

 

施策統括責任課 

道路整備課 

 

■ めざす姿（成果目標） 

地域の拠点間や市内の道路を快適で安全に通行できる。 
 

■ 成果指標と目標値 

成果指標 単位 
現在 

基準値（2013） 

将来 

目標値(2019) 

将来 

目標値（2024） 

地域拠点間や市内の道路を
快適で安全に通行できてい
ると感じる市民の割合 

％ 54.2 63.8 65.3 

都市計画道路整備率 ％ 76.1 79.1 82.8 

 

■ 背景と課題 

【背景】 

・本市の骨格を形成する環状道路や中心部と市内主要地域をつなぐ道路については、概ね整備が

完了していますが、主要地域間を結ぶ幹線道路に一部未整備区間が残っています。 

 

・市街地や集落地では、道路の幅員が狭く段差がある箇所や、歩道が設置されていない箇所など

があり、日常生活において市民が不満や不安を感じているのが現状です。 

 

・都市間を連絡する広域道路については、九州横断自動車道が整備されており、現在は有明海沿

岸道路や佐賀唐津道路の整備が進められています。 

 

【課題】 

・地域の交通課題に応じて、狭小道路の改善や歩行者や自転車に対する安全性の確保が求められ

ています。また、これまで整備してきた道路施設について、維持管理のための費用増加が見込

まれており、道路占用工事も含めて、計画的・効率的な維持管理が必要です。 

 

・主要幹線道路と市道との交差点でラッシュ時に渋滞が発生する箇所があり、渋滞緩和のための

対策が求められています。 
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■ 取組方針 

道路の拡幅改良、歩道の整備、自転車走行空間の整備などにより、市民が快適で安全に通行で

きる交通環境の実現を図ります。また、道路の効率的な維持管理のため、市民の自主的な清掃活

動への支援や、橋りょうを含む道路施設の長寿命化に取り組みます。 

他都市との交流基盤となる広域的な道路の整備を推進するとともに、市内の道路ネットワーク

の充実を図ります。 

 

施  策 取組（基本事業） 概    要 

2-6 

道路ネットワーク

の充実 

2-6-1 

生活道路の整備による快適

で安全な移動の確保 

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。 

2-6-2 

基幹交通網の整備による円

滑な移動の確保 

国、県と連携しながら有明海沿岸道路や佐賀

唐津道路の整備を推進するとともに、アクセ

ス道路の改良を進めます。また、市内の道路

ネットワークを構成する幹線道路の整備を

行うとともに、主要渋滞箇所の渋滞緩和を図

ります。 

 

■ 関連する計画 

自転車利用基本計画 
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２-７  安全で快適な住宅環境の充実 

 

施策統括責任課 

建築住宅課 

 

■ めざす姿（成果目標） 

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。 

 

■ 成果指標と目標値 

成果指標 単位 
現在 

基準値（2013） 

将来 

目標値(2019) 

将来 

目標値（2024） 

住居が安全快適で住み
やすいと感じている市
民の割合 

％ 82.5 83.7 84.7 

市営住宅の建替による
老朽化住戸の改善率 

％ 21.7 60.8 83.0 

 

■ 背景と課題 

【背景】 

・本市では、人口が減少し、少子・高齢化が進む中で、単独世帯、核家族世帯の増加など世帯構

造が変化するとともに、単身障がい者も増えています。 

 

・市内には、2014年（平成 26年）4月時点で市営住宅が 51団地（2,573戸）ありますが、屋根

や外壁、室内水まわりなどが老朽化しているものが存在します。 

 

・1981年（昭和 56年）の建築基準法の耐震基準改定以前に建てられた建築物が市内に存在して

おり、これらの多くは耐震補強がなされていないため、耐震性の問題が指摘されています。さ

らに、2013年（平成 25年）に施行された「建築物の耐震改修の促進に関する法律」により、

多くの人が利用する大規模建築物等の耐震診断が義務化されました。 

 

【課題】 

・高齢者の増加や核家族化などの社会状況の変化により、住宅のバリアフリー化やユニバーサル

デザイン化など誰もが安心して快適に住み続けられる住環境づくりが求められます。 

 

・市営住宅については、真に住宅に困窮する低所得者のために公平・的確に供給する必要があり

ます。また、老朽化や狭小などの居住水準が低い住宅があるため、市営住宅全体の計画的な整

備が必要となっています。 
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・耐震性が確保されていない建築物については、耐震補強等が適切に実施されるよう、啓発や指

導を徹底していく必要があります。 

 

 

■ 取組方針 

安全で快適な居住環境の実現のため、高齢者等に配慮した住宅の整備を支援するとともに、住

宅相談等の充実を図ります。 

市営住宅については、計画的な建替えや改善を行うとともに適正な供給に努めます。 

また、建築物の耐震性を確保するために耐震化の促進に取り組みます。 

 

施  策 取組（基本事業） 概    要 

2-7 

安全で快適な住宅

環境の充実 

2-7-1 

快適な居住環境の充実 

高齢者や障がい者に配慮した住宅の整備を

支援するとともに、所有者等が住宅改修など

に安心して取り組めるよう住宅相談等の充

実を図ります。また、老朽化した市営住宅の

計画的な統廃合や高齢化対応などの改善に

より、快適な居住環境を提供します。 

2-7-2 

建築行政の指導体制 

強化・推進 

住宅等の建築物の安全性・耐久性を高めるた

め、建築確認検査業務等において適切な指

導、助言を行います。また、建築物の耐震性

を確保するため、情報提供や啓発に努め、耐

震診断や耐震改修の促進のための支援を行

います。 

 

■ 関連する計画 

耐震改修促進計画 

住宅マスタープラン 
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