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1 6

２ 計画策定の背

景

②わが国におけ

る社会潮流の変

化

■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。

　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。

■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。求められます。

　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である。

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見て「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。

（１）総合政策分科会

総合計画審議会 答申（案）一覧 平成２６年１０月１０日

第２回総合計画審議会

資料２

2 7

２ 計画策定の背

景

(2)わがまちの姿

③沿革

　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（明治22年）に市制を施行し、佐賀県の県庁所

在地となりました。

た。

　江戸時代には鍋島氏が佐賀藩を治め、幕末には

製鉄、加工技術、大砲、蒸気機関、電信などの研

究や開発、生産を行い、最も近代化された藩の一

つとなるとともに、教育の充実によって、明治維

新期に日本の近代化を推進した多くの人材を輩出

しました。

※地名の由来には諸説がある。

　 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・・・

　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。

　あわせて、佐賀県に関する記載を整理し、表題

を「沿革」から「歴史的特性」へ変更する。
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3 13 (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と

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 、低平地という地勢に加え、近年、集

中豪雨の増加に伴 うい、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

急務となっています。

　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。

4 14 (1)基本理念

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。

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。

　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べきである。

5 16 (2)将来像

　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。

　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。

　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

の中に明記すべきである。

○第１案

　本年４月１日に施行された「佐賀市まちづくり

6 16 (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

感都市 さが

○みどり豊か・人輝く 元気創造都市

○第１案

 豊かな自然とこどもの笑顔が育つまち　さが

○第２案

 人と自然がつながり、豊かな心が循環するまち

さが

　本年４月１日に施行された「佐賀市まちづくり

自治基本条例」の前文でも謳われているとおり、

『佐賀らしさ』は自然と教育（こども・次世代の

育成）にあると言える。

　この二つを取り入れ、次世代を担うこどもたち

の笑顔によって「明るさ」と「元気さ」が作られ

ていく様と、まちづくりの推進力となる前向きさ

を「育つ」という単語に込めてフレーズとした。

　これは、こどもだけが幸せであるという意味で

はなく、こどもが笑顔になるということは、周り

の大人がしっかりしていて幸せであるという意味

もある。

○第２案

　佐賀には豊かな自然があり、人と自然がつなが

ること（共生）や、豊かな心の中には文化や歴史

を認識し、ふるさとに愛着と誇りを持っているこ

とを表現している。

　さらに、佐賀が循環型社会をめざしていること

（環境、持続可能な社会）や様々なものがつな

がっていく「輪」をイメージした。
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7 17 (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。

8 18 (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。

9 19 (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

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

　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。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、・・・

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、・・・

をもっと強く記載すべきと考える。

10 19 (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。

11 20 (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。

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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12 22 (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。

13 22 (4)土地利用

【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ため、用

語解説を加えた方が分かりやすい。

14 23 (4)土地利用

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。

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。

　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

よう改めるべきである。

15 27 基本計画全般 ―

・市民意向調査の概要については、「基本計画（分野

別）の見方」（P25）に追記し、出典や根拠、注釈を付記

する。

　市民意向調査によって成果指標を捕捉している

が、当該調査の概要を明記した方が親切である。

あわせて、データの出典や根拠は、各施策に明記

した方が分かりやすい。した方が分かりやすい。

16 28 基本計画全般 ―

■関連する計画

・個別計画の計画期間を付記する。

　（例）農業振興地域整備計画（H21～H30）

　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。
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17

106

107

6 1

参加と協働によ

るまちづくり

【背景】

　　　　　　　―

【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

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。

【背景】

（４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 連携市民の多文化共

生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。

　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記載を改め

るべきである。

■背景と課題

【背景】

■背景と課題

【背景】

（３点目に追加）

18

108

109

6 2 情報共有の推進

【背景】

　　　　    　　―

■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。

（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。

■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。

　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。

19 109 6 2 情報共有の推進

■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。

 

（用語解説）

「ＳＮＳ」

　Social Networking Serviceの略。「人同士のつ

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。

　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。

　なお、「ＳＮＳ」については、用語解説に加え

る。
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20 111 6 3 人権尊重の確立

■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

「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べきであ

る。

21 113 6 4

個性と能力を発

揮できる男女共

同参画社会の実

現

■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、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。

■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、男女共同参画

の視点に立てば、積極的な女性の登用について、

もう少し強調した表現とすべきである。

個性と能力を発

【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。

【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。

　被害者の状況は様々であり、相談体制の構築は

22 113 6 4

個性と能力を発

揮できる男女共

同参画社会の実

現

■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。

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べ

きである。
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23 31 1 1

魅力ある観光の

振興

■めざす姿（成果目標）

　歴史や自然などの観光資源が効果的に整備さ

れ、

■めざす姿（成果目標）

　歴史や自然、文化などの観光資源が効果的に整

備され、

　食文化やサブカルチャーも含めて、地域資源と

しての本市の文化を発掘し、磨き上げることは、

観光振興の観点からも重要である。

　このため、「文化」を追記すべきである。

24 31 1 1

魅力ある観光の

振興

【背景】

　北部に広がる山地等の自然や温泉・ダム湖、南

部の有明海等の豊かな自然、そして、市街地にあ

る歴史や文化など多種多様な観光資源を有してい

ます。

【背景】

　北部に広がる山地等の自然や温泉・ダム湖、南

部の有明海等の豊かな自然、 そして、市街地にあ

 る歴史や文化市街地の歴史や文化、特徴ある景観

など多種多様な観光資源を有しています。

　外国人から見て、整然とした日本の農村の風景

は十分に観光資源となりうる。また、麦秋やホタ

ルなど、本市特有の美しい景観を活かした取組も

始まっている。

　このため、有力な観光資源として「特色ある景

観」を追記すべきである。

25 34 1 2

活力ある商工業

の振興

■取組方針

　経営基盤の強化に向けた支援や人材育成等によ

り、既存商工業の経営安定を図るとともに、地域

ブランドの強化を促進します。

■取組方針

　経営基盤の強化に向けた支援や人材育成、商工

団体との連携等により、既存商工業の経営安定及

び域内における経済循環の向上を図るとともに、

地域ブランドの強化を促進します。

　地域経済の活性化のためには、域内の経済循環

を高めることも重要であり、商工団体との連携等

を通じて、効果的に経済が循環していく取組を進

めることが必要である。

　このため、【取組方針】において、商工団体と

の連携等を通じて、域内における経済循環の向上

を図っていく旨を追記すべきである。

26 36 1 3

賑わいあふれる

中心市街地の活

性化

■取組方針

1-3-3魅力ある店舗・施設の整備

　住民ニーズに合致した店舗や公共施設、事務所

等の立地促進を図ります。

■取組方針

1-3-3魅力ある店舗・施設の整備

　 住民ニーズ子育て世帯、高齢者、若者など、住

民や来訪者等のそれぞれのニーズに合致した店舗

や公共施設、事務所等の立地促進を図ります。

　中心市街地の魅力向上のためには、幅広い世代

の様々なニーズに的確に対応しうる、多面的な機

能を有した街づくりを進める必要がある。

　諮問案の表現ぶりは具体性に乏しく、多様な

ニーズに対応した街づくりを進める趣旨が伝わら

ないため、具体的な表現ぶりに改めるべきであ

る。

27 36 1 3

賑わいあふれる

中心市街地の活

性化

■取組方針

1-3-5まちづくり団体との連携の充実

　「ＮＰＯ法人まちづくり機構ユマニテさが」を

中心に、テナントリーシングの促進や市民活動団

体、大学等との連携を進めます。

■取組方針

1-3-5まちづくり団体との連携の充実

　「ＮＰＯ法人まちづくり機構ユマニテさが」を

中心に、テナントリーシングの促進や市民活動団

体、大学、企業等との連携を進めます。

　中心市街地の活性化に取り組む上で、企業は重

要なプレイヤーである。このため、行政が連携を

進める相手として「企業」を追記すべきである。

（２）経済産業分科会
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28 37 1 4

総合的な農業の

振興

■成果指標と目標値

農業生産額

・基準値（2013）　181億円

・目標値（2019）　187億円

・目標値（2024）　192億円

■成果指標と目標値

農業産出額

・基準値（2013）　268.0億円

・目標値（2019）　271.0億円

・目標値（2024）　273.5億円

　諮問案の「農業生産額」は、農家の所得をベー

スとしたものであり、過去の統計値を参考として

「農業産出額」に一定の補正係数を乗じて擬制的

に算出したものとなっている。

　農産物の加工による高付加価値化なども含め

て、農業から生み出された「価値」の総体を把握

し評価する上では、「農業産出額」を成果指標と

したほうが適切と考えられる。

　また、目標値については、県の統計資料に基づ

く過去の実績値の推移を踏まえつつ、品種改良や

６次産業化等を通じた高付加価値化により収量・

単価を引き上げることを前提として、農業産出額

を毎年度5,000万円ずつ増加させていく目標設定と

した。

※農業産出額･･･主要作物ごとの産出額（作付面積

×単位面積当たり平均収量×平均単価）を合算し

たもの

29 38 1 4

総合的な農業の

振興

■取組方針

1-4-1農業経営力の強化

　生産性の向上や効率化に向けた新技術の導入に

より農業経営力の強化を図ります。

■取組方針

1-4-1農業経営力の強化

　 生産性の向上や効率化に向けた新技術の導入に

 よりＪＡ等と連携し、生産性の高い品種の作付拡

大や、米の直播栽培などの新技術の導入を進め、

生産性向上と効率化を図ることにより、農業経営

力の強化を 図りますめざします。

　諮問案の記述ぶりには具体性が感じられず、今

後の取組の方向性が見えづらい。ＪＡさが（佐賀

県農業協同組合）の栽培戦略等も踏まえつつ、よ

り具体的な記述を行うべきである。

30 43 1 6

特色ある水産業

の振興

■取組方針

1-6-1地域ブランドの強化と販路拡大の支援

　ノリや有明海産の水産品のブランド化や特産品

づくりに取り組むとともに、消費地への効果的な

ＰＲ活動などにより、販路拡大を図ります。

■取組方針

1-6-1地域ブランドの強化と販路拡大の支援

　ノリや有明海産の水産 品物のブランド化や 特産

 品づくりに取り組むとともに、付加価値を高めた

特産品の開発を支援します。また、消費地への効

果的なＰＲ活動 などにより、や地元事業者等との

連携を進め、更なる販路拡大と消費促進を図りま

す。

　ノリなど水産物の消費拡大を図るためには、首

都圏などへの販路拡大の取組だけではなく、地元

事業者（飲食店、宿泊施設、土産物販売店等）と

連携した商品開発や地元消費の促進も重要な視点

である。

　このため、「付加価値を高めた特産品の開発」

を支援すること、及び「地元事業者等との連携」

を通じて「消費促進」を図ることを追記すべきで

ある。
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31 50 2 3

地域で守る生活

者の安全確保

■成果指標と目標値

犯罪率（人口10万人当たりの犯罪件数）

・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）

・基準値（2013） 1,381件

■成果指標と目標値

犯罪率（人口10万人当たりの犯罪件数）

・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）

・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。

32 50 2 3

地域で守る生活

者の安全確保

【背景】

　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。

【背景】

　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

な例示を入れるべきである。

33 51 2 3

地域で守る生活

者の安全確保

【課題】

　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。

【課題】

　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。

34 51 2 3

地域で守る生活

者の安全確保

■取組方針

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。

■取組方針

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 するとともに、交通安全施設の整備

 を図ります。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。

　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、区分して分かりやすく修正すべきである。

　また、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。

35

54

55

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 交通弱者自らの移

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。

【課題】

　今後、自らの移動手段を 持たない交通弱者確保

できない市民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。

（３）くらし環境分科会
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36 57 2 6

道路ネットワー

クの充実

■取組方針

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。

■取組方針

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 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。

　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られるた

め、文言を追記すべきである。

37 75 4 1

地球にやさしい

低炭素社会の構

築

■成果指標と目標値

市域における温室効果ガス排出量（1990年（H2）

比）

・基準値（2013）　146.1%

・目標値（2019） 　  77%

・目標値（2024）   　75%

■成果指標と目標値

市域における電力使用量（2013年度比）

・基準値（2013） 　 100%

・目標値（2019）   98.2%

・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。

38 75 4 1

地球にやさしい

低炭素社会の構

築

【課題】

　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。

39 76 4 1

地球にやさしい

低炭素社会の構

築

■取組方針

4-1-1温暖化防止対策の推進

　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。

■取組方針

4-1-1温暖化防止対策の推進

　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。

40 76 4 1

地球にやさしい

低炭素社会の構

築

■取組方針

4-1-2再生可能エネルギーの普及促進

　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。

■取組方針

4-1-2再生可能エネルギーの普及促進

　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。

　市の取組である創エネルギーについて、市民等

への浸透を促すため記載を追記する。
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42 79 4 2

持続可能な循環

型社会の構築

■取組方針

4-2-3ごみの適正処理

　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。

■取組方針

4-2-3ごみの適正処理

　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。

43 80 4 3

暮らしに身近な

生活環境の向上

■成果指標と目標値

下水道接続率

・基準値（2013）  87.43%

・目標値（2019）  92.15%

・目標値（2024）  93.27%

■成果指標と目標値

下水道接続率

・基準値（2013）  87.3%

・目標値（2019）  92.2%

・目標値（2024）  93.4%

　下水道接続率は、公共下水道事業、特定環境保

全公共下水道事業によって整備された率を示され

ているが、農業集落排水事業や市営浄化槽まで含

んだ接続率を示すべきである。

【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、番号38-40のように原案を修

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。

41

75

76

4 1

地球にやさしい

低炭素社会の構

築
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44 81 4 3

暮らしに身近な

生活環境の向上

■取組方針

4-3-4下水の適切な処理

　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。

■取組方針

4-3-4下水の適切な処理

　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。

45 83 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。

■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 機能と合わせたにも配慮し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が図られているもの

の、本計画（案）には記載されていないようであ

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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46 62 3 1

互いに支え合う

地域福祉の充実

―

「超高齢社会」

　総人口に占める65歳以上の人の割合を高齢化率

といい、高齢化率が21％を超えた社会のことを言

う。

　「超高齢社会」という言葉が分かりにくいた

め、用語解説を加える。

47 64 3 2

住み慣れた地域

で安心して暮ら

す高齢者福祉の

充実

■取組方針

　高齢者が生きがいをもって、住み慣れた地域で

安心して暮らし続けられるようにするため、高齢

者の生活支援を推進するとともに、支援の担い手

育成など地域で支える体制を整えます。

【取組（基本事業）概要】

3-2-1「在宅生活・地域生活への支援」概要

　高齢者が、住み慣れた地域において、在宅で充

実・自立した生活を送ることができるよう、外出

や家事支援などの日常生活を支援します。また、

高齢者を地域で支える体制づくりを推進します。

■取組方針

　高齢者が生きがいをもって、住み慣れた地域で

安心して暮らし続けられるようにするため、高齢

者の生活支援を推進するとともに、医療と介護の

連携を進め、支援の担い手育成など地域で支える

体制を整えます。

【取組（基本事業）概要】

3-2-1「在宅生活・地域生活への支援」概要

　高齢者が、住み慣れた地域において、在宅で充

実・自立した生活を送ることができるよう、外出

や家事支援などの日常生活を支援します。また、

在宅医療・介護を一体的に提供し、高齢者を地域

で支える体制づくりを推進します。

　高齢者が住み慣れた地域の中で安心して暮らし

続けるためには、在宅医療と介護の連携が欠かせ

ず、今後、地域の特性に応じた医療・介護・住ま

い・生活支援・介護予防が一体的に提供される仕

組みづくりが必要である。そのため、「在宅医療

と介護の連携」について表現を追加する。

48 67 3 3

共生社会をめざ

す障がい者福祉

の充実

■取組方針

【取組（基本事業）概要】

3-3-3「就労への支援」概要

　一人でも多くの障がい者が就労できるよう、国

や県の各関係機関・窓口と連携を強化します。ま

た、一般就労が困難と思われる障がい者について

は、福祉的就労の場を確保し、障がい者の工賃

アップを図る取組により、障がい者の経済基盤の

確立に寄与する取組の充実を図ります。

■取組方針

【取組（基本事業）概要】

3-3-3「就労への支援」概要

　一人でも多くの障がい者が就労できるよう、国

や県の各関係機関・窓口との連携を強化します。

また、一般就労が困難と思われる障がい者につい

ては、福祉的就労の場を確保 し、するとともに、

障がい者就労施設等からの物品調達を推進するな

ど、障がい者の工賃アップを図 る取組によりり、

障がい者の経済基盤 の確立に寄与する取組の充実

 を図りますの強化に努めます。

障がい者の工賃アップを図る取組がどのようなも

のか分かりにくいため、具体例を示すことで読み

やすくなるよう改める。

49 69 3 4

健康づくりの推

進と保健・医療

の連携

【背景】

　ライフスタイルの変化により、生活習慣病や心

の病は増加傾向にあり、医療費の増加などに大き

な影響を与えています。このため、生活の質を確

保できるような健康づくりが求められています。

【背景】

　ライフスタイルの変化により、生活習慣病や 心

 の病こころの病気は増加傾向にあり、 医療費の増

 加など医療費や市民の生活の質に大きな影響を与

えています。このため、 生活の質を確保できるよ

 うなこれらの疾患の発症予防に視点を置いた市民

の健康づくりが求められています。

　「心の病」という表現を嫌がる人もいるため、

表記の仕方を改めるべきである。

　また、「生活の質の確保」という表現では、ど

のような状態を表すのか分かりにくいため、文章

全体を整理して読みやすくする。

（４）保健福祉分科会
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50 71 3 5

自立を支える生

活福祉の充実

■成果指標と目標値

　生活保護受給者の自立支援対象者のうち、収入

増が図られた人の割合

■成果指標と目標値

　 生活保護受給者の自立支援対象者のうち、収入

 増が図られた人の割合

　生活保護受給者のうち、就労支援を受け収入増

となった人の割合

　生活保護者全体が対象と誤解されることが考え

られるため、生活保護者のうち就労支援を受けて

いる人ということが分かる表現に改める。

51 72 3 5

自立を支える生

活福祉の充実

■取組方針

　～セーフティーネットとしての生活保護の適正

実施と早期の自立支援に取り組みます。

【取組（基本事業）概要】

3-5-1「適正扶助の推進」概要

　生活保護世帯ごとの実態の的確な把握と、実情

に応じた相談支援体制の構築により、生活保護の

適正実施に努めます。

■取組方針

　～セーフティーネットとしての生活保護の適正

な実施と早期の自立支援に取り組みます

【取組（基本事業）概要】

3-5-1「適正扶助の推進」概要

　生活保護世帯ごとの実態の的確な把握と、実情

に 応じた即した相談支援体制の構築により、 生活

 保護の適正実施にその困窮の程度に応じ、必要な

保護を行い、最低限度の生活を保障するよう努め

ます。

　不正受給を防止し、生活保護法の適正な運用と

いう意味ではあるが、「適正実施」という言葉で

は分かりにくいため、具体的な表現とすべきであ

る。



番号 ページ

章

番号

施策

番号

施策名など 原案（修正前） 修正案 修正理由

52 88 5 1

安心して子育て

できる環境の充

実

【課題】

　子育てに対する経済的負担感が大きく、子育て

家庭への負担の軽減が求められています。

【課題】

　子育てに対する経済的負担感が大きく、子育て

家庭への負担の軽減が社会的に求められていま

す。

　子育て家庭への負担感の軽減を求めている主体

を明確にするため、文言を追加すべきである。

53 88 5 1

安心して子育て

できる環境の充

実

■取組方針

5-1-1子育てと仕事の両立のための支援

　働きながら子育てをしている家庭の負担を軽減

するため、保育サービスの充実など子育て家庭の

ニーズに対応した支援を充実させるとともに、子

育てと仕事の両立に対する事業主の理解の促進を

図ります。

■取組方針

5-1-1子育てと仕事の両立のための支援

　働きながら子育てをしている家庭の負担を軽減

するため、待機児童解消のための環境整備を含め

た保育サービスの充実など、子育て家庭のニーズ

に対応した支援を 充実させるとともに行います。

また、 子育てと仕事の両立に対する事業主の理解

 の促進を図ります。事業者に対して、子育て支援

の取組について働きかけを行います。

　待機児童解消に向けた施設整備については、取

組方針の5-1-1「子育てと仕事の両立のための支

援」で実施される内容であるため、5-1-3「子育て

環境の整備」と記載内容を整理し、5-1-1に記述す

べきである。

　また、事業主への直接指導は権限がなくできな

いため、「働きかけを行う」という表現が妥当で

ある。

54 88 5 1

安心して子育て

できる環境の充

実

■取組方針

5-1-3子育て環境の整備

　待機児童解消に向けた施設整備等とともに、子

育て家庭からの気軽な相談や、児童虐待など専門

性と長期的対応が必要な相談にも対応できる体制

の整備を図ります。

　また、地域の子育て支援に関わる団体の育成や

交流の場づくり、学ぶ機会の提供など、地域にお

ける子育て・親育ちへの支援を行います。

■取組方針

5-1-3子育て環境の整備

　 待機児童解消に向けた施設整備等とともに、子

育て家庭からの気軽な相談や、児童虐待など専門

性と長期的対応が必要な相談にも対応できる体制

の整備を図ります。

　 また、地域の子育て支援に関わる団体の育成や

 交流の場づくり、学ぶ機会の提供など、地域にお

 ける子育て・親育ちへの支援を行います。

　また、乳幼児の早い時期から親の子育てに対す

る不安を解消するために、親同士の交流の場づく

り、学ぶ機会の提供などに取り組みます。あわせ

て、子育てサークルや地域の子育て支援に関わる

団体等の育成を図り、地域で見守り支え合う子育

て・親育ちを支援します。

　待機児童解消に向けた施設整備については、取

組方針の5-1-1「子育てと仕事の両立のための支

援」で実施される内容であるため、5-1-3「子育て

環境の整備」と記載内容を整理し、5-1-1に記述す

べきである。

　また、地域や家庭で子育てをしている方への支

援に係る内容を追記して、明確にすべきである。

（５）子育て教育分科会
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55 91 5 2

就学前からの教

育の充実

【課題】

　教育の一環として食の安全に関する知識を学ぶ

など、学校における食育の推進とともに、学校給

食における衛生管理の徹底や設備の充実が求めら

れています。

【課題】

　 教育の一環として食の安全に関する知識を学ぶ

 など、学校における食育の推進とともに、学校給

 食における衛生管理の徹底や設備の充実が求めら

 れています。

　食育は、市民全体の健康づくりの観点から取り

組む課題ですが、特に子どもたちに対しては、食

に関する正しい知識を身につけさせるなど、学校

において積極的に食育に取り組むことが期待され

ています。

　また、学校給食においては、衛生管理の徹底な

ど安心安全の確保を図ることが求められていま

す。

　食育については健康づくりの施策にも記載され

ており、学校教育における食育との関係性が分か

るように示すべきである。

56 92 5 2

就学前からの教

育の充実

■取組方針

5-2-1幼児教育の充実

　また、幼稚園・保育所（園）と小学校との接続

期における「育ちと学びの連続性」を確保するシ

ステムの充実を図ります。

■取組方針

5-2-1幼児教育の充実

また、幼稚園・保育所（園）と小学校との接続期

における 「育ちと学びの連続性 」を確保するシス

テム（幼保小接続期プログラム「えがお」「わく

わく」）の充実を図ります。

　「えがお」「わくわく」は佐賀市の教育の要と

なっており、全国的にみても先進的な取組である

ため、ぜひ掲載すべきである。

57 92 5 2

就学前からの教

育の充実

■取組方針

5-2-2義務教育の充実

　小中学校の義務教育では、基礎学力の定着とと

もに、社会の一員として心豊かでたくましい児童

生徒の育成を図ります。

■取組方針

5-2-2義務教育の充実

　小中学校の義務教育では、基礎学力の定着とと

もに、社会の一員として心豊かでたくまし いく、

ふるさと佐賀に愛着と誇りを持った児童生徒の育

成を図ります。

　第５章のタイトルにもなっている「ふるさと佐

賀に愛着と誇りを持ち」という部分に対応する内

容の文言を追加すべきである。

58 92 5 2

就学前からの教

育の充実

■取組方針

5-2-2義務教育の充実

　さらに、小中学校におけるＩＣＴ環境を整備

し、その特性を活かした教育の充実を図ります。

■取組方針

5-2-2義務教育の充実

さらに、 小中学校における他者との多様な関わり

や体験活動の充実を図るとともに、ＩＣＴ環境を

整備し、その特性を活かした教育の充実 を図りに

取り組みます。

　子どもたちのコミュニケーション能力を育む教

育が必要であり、人と人との温かいつながりを持

てる子どもたちになるような表現を追加すべきで

ある。

59 93 5 2

就学前からの教

育の充実

■取組方針

5-2-3いじめ、不登校等対策と特別支援教育の充実

　いじめ、不登校、問題行動等の予防策の研究と

迅速な対応を行うとともに、相談体制の充実や家

庭、学校、地域が連携することによって問題発生

の予防を図ります。

■取組方針

5-2-3いじめ、不登校等対策と特別支援教育の充実

　いじめ、不登校、問題行動等 の予防策の研究と

 迅速な対応を行うとともに、相談体制の充実や家

 庭、学校、地域が連携することによって問題発生

 の予防を図ります。については、相談体制を充実

し、学校、家庭、地域、関係機関が連携して対応

及び解決に取り組むとともに、未然防止のために

道徳教育や体験活動を通して心の教育の充実を図

ります。

　いじめ等については、すでに書かれている問題

発生の予防に加え、問題発生後の取組や心の教育

を行っていくことも大切であるため、内容を追記

すべきである。
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60 93 5 2

就学前からの教

育の充実

■取組方針

5-2-5安全な給食の提供と食育の推進

　また、国の衛生管理基準に沿って、順次調理施

設の改善を図ります。

■取組方針

5-2-5安全な給食の提供と食育の推進

　 また、国の衛生管理基準に沿って、順次調理施

 設の改善を図ります。

　また、衛生面・安全面を充実させるため、給食

施設の改築や設備の更新などを計画的に実施しま

す。

　「国の衛生管理基準」という表現は一般的に理

解しにくいため、わかりやすい表現に改めるべき

である。

61 97 5 4

自ら学ぶ生涯学

習の推進

■取組方針

5-4-1多様な学習機会の提供

　県や大学、民間生涯学習事業者等との相互連携

と役割分担により、学習機会の充実を図ります。

さらに、学びを通じて得た成果がまちづくり活動

などにつながるような生涯学習を推進します。

■取組方針

5-4-1多様な学習機会の提供

　県や大学 、民間生涯学習事業者等との相互連携

と役割分担により、生涯にわたって自己啓発に取

り組むことができるよう、学習機会の充実を図り

ます。 さらに、公民館等においては様々な地域資

源の発掘・活用などに努め、活動や学び合いを通

じて得た成果がまちづくり活動などにつながるよ

うな生涯学習を推進します。

　生涯学習は、社会人になってからではなく人が

生まれてから亡くなるまでが対象であり、生涯に

わたり学習していく内容を追加すべきである。

　また、非常に配置が進み、佐賀の財産といえる

「公民館」の活性化のための内容を追加すべきで

ある。

62 100 5 6

未来につなげる

文化の振興

■めざす姿（成果目標）

　市民が文化芸術や地域の歴史遺産に親しむ環境

が整っており、市民自ら文化芸術活動や歴史遺産

の保存・継承活動に取り組んでいる。

■めざす姿（成果目標）

　市民が子どもの頃から文化芸術や地域の歴史遺

産に親しむ環境が整っており、市民自ら文化芸術

活動や歴史遺産の保存・継承活動に取り組んでい

る。

　施策名に「未来につなげる」という表現が用い

られていることから、未来の文化振興につながっ

ていくことを連想させる「子どもの頃から」とい

う文言を追加すべきである。


