
 

審議会意見 対応表 

◇基本構想 
基本構想 案（抜粋） ご意見 対応(案) 

第５章 目指す都市の姿と施策の柱・方向 

第１節 誇りがもてる美しい都市久留米 

４ 環境を育み共生するまち（Ｐ.６） 

また、今日大きな都市問題の一つとなっている廃

棄物については、市民、事業所、行政が一体となっ

て、減量や再利用に取り組み、資源の循環的な利用

が促進される社会の形成を進めるとともに、安全、

安心の市民生活を確保するため、計画的に処理施設

の整備を進めます。 

 
 
 
循環型社会の形成と処理施設の整備は重

みが異なるため、並立ではなく、減量、再利

用、計画的な処理などにより、循環型社会の

形成を進めるという構成にするべきではな

いか。 

 

 

 

また、今日大きな都市問題の一つとなっている廃

棄物については、資源の循環的な利用が促進される

社会の形成を目指し、市民、事業所、行政が一体と

なって、減量や再利用に取り組むとともに、安全、

安心の市民生活を確保するため、計画的に処理施設

の整備を進めます。 

第２節 市民一人ひとりが輝く都市久留米 

５ 子どもの笑顔があふれるまち（Ｐ.１０） 

 

そのため、次代を担う子どもたちが、「確かな学

力」、「豊かな心」、「健やかな体」のバランスのとれ

た「生きる力」を身につけることができるよう、学

校教育の充実を図ります。 

 
 
 
現構想における「自立した人間としての成

長」の表現は重要な視点であるので、残すべ

きではないか。 

 
 
 
そのため、次代を担う子どもたちが、「確かな学

力」、「豊かな心」、「健やかな体」のバランスのとれ

た「生きる力」を身につけ、自立した人間として成

長できるよう、学校教育の充実を図ります。 
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◇基本計画 
第 3 次基本計画 案（抜粋） ご意見 対応(案) 

基本計画の総論 

第２章 基本計画の施策 

１ 策定に当たっての基本的視点（Ｐ.３） 

 第３次基本計画の策定に当たっては、持続的発展

へ向けた都市づくりの総合的課題を踏まえ、目指す

都市像の実現に向けて、次のような都市づくりの長

期的展望を基本的視点としています。 

 
 

「（２）基本的視点」へのつながりが見えな

いので、「持続的発展へ向けた都市づくりの

総合的課題を踏まえ」は、以前の文案のよう

に、「時代の潮流や社会経済および環境の変

化を踏まえ」の方がよいのではないか。 

 

 

 

第３次基本計画の策定に当たっては、時代の潮流

や社会経済環境の変化を踏まえ、目指す都市像の実

現に向けて、次のような都市づくりの長期的展望を

基本的視点としています。 

基本計画の各論 

第１章 誇りがもてる美しい都市久留米 

第２節 快適な都市生活を支えるまち 

２ 総合的な交通体系の確立（Ｐ.２１） 

超高齢社会の進行にともない、公共交通の役割や

必要性が今後ますます高まるため、総合的な交通体

系の将来ビジョンを描きながら、路線バスの再編や

新駅設置の促進など、交通機関の結節機能強化や輸

送機能強化、利便性向上に取り組み、公共交通の利

用促進を図ります。 

 
 
 
 

「将来ビジョンを描きながら」では、交通マ

スタープランが既にあるのに、これからビジ

ョンを描くような印象を受けるので、そのこ

とを踏まえた文章表現がよいのではないか。

 

 
 
 
 
超高齢社会の進行にともない、公共交通の役割や

必要性が今後ますます高まるため、総合的な交通体

系の将来ビジョンのもと、路線バスの再編や新駅設

置の促進など、交通機関の結節機能強化や輸送機能

強化、利便性向上に取り組み、公共交通の利用促進

を図ります。 

第３節 外で活動したくなるまち 

１ 集い、楽しむ空間づくり（Ｐ.２３） 

また、生活に身近な憩いや健康づくりの場、子ど

もたちの遊び場として、身近な公園や広場の整備を

進めるとともに、地域との協働による維持管理を進

めます。 

 

 

 

（文言修正） 

 

 
 
また、生活に身近な憩いや健康づくりの場、子ど

もたちの遊び場として、小規模な公園や広場の整備

を進めるとともに、地域との協働による維持管理を

進めます。 
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第 3 次基本計画 案（抜粋） ご意見 対応(案) 

第４節 環境を育み共生するまち 
課題と施策の方向（Ｐ.２５） 

地球温暖化現象をはじめとする地球規模の環境問

題が深刻化する中、その解決を図り、安全で持続可

能な社会を構築するため、自然と共生した、環境へ

の負荷が少ない都市づくりが求められています。 

 

 

（文言修正） 

 

 

 

地球温暖化＿＿をはじめとする地球規模の環境問

題が深刻化する中、その解決を図り、安全で持続可

能な社会を構築するため、自然と共生した、環境へ

の負荷が少ない都市づくりが求められています。 

１ 低炭素社会の構築（Ｐ.２５） 

二酸化炭素などの温室効果ガスの排出の少ない低

炭素型社会を目指し、環境負荷の少ない生活様式や

経済活動の普及定着を図るため、環境学習を支援し、

環境啓発を強化するとともに、市民や事業者の主体

的なエコ活動やエネルギー利用の高効率化などを推

進します。 

 

（文言修正） 

 

 

 

 

 

二酸化炭素などの温室効果ガスの排出の少ない低

炭素＿社会を目指し、環境負荷の少ない生活様式や

経済活動の普及定着を図るため、環境学習を支援し、

環境啓発を強化するとともに、市民や事業者の主体

的なエコ活動やエネルギー利用の高効率化などを推

進します。 

３ 豊かな自然環境の保全と共生（Ｐ.２６） 
人と自然の共生を目指し、健全な生態系の保全と

再生に努め、生物多様性を確保するとともに、自然

と親しむ場や機会の提供により、豊かな自然に対す

る愛情や誇りを醸成し、自然環境保全に関する意識

を高めます。 

 
「生物多様性を確保する」は、「生物多様性

の保全を戦略的に推進する」とし、もっとし

っかり取り組みを進めるべきである。 

 

 
人と自然の共生を目指し、健全な生態系の保全と

再生に努め、生物多様性の保全を戦略的に推進する

とともに、自然と親しむ場や機会の提供により、豊

かな自然に対する愛情や誇りを醸成し、自然環境保

全に関する意識を高めます。 

４ 快適な生活環境の向上（Ｐ.２６） 

一方、水質や大気等の汚染状況について、定期的

な測定、迅速な情報提供を行うとともに、発生源で

ある事業者への監視・指導を行い、生活環境の保全

を図ります。 

 
生活環境の保全において、PM2.5 対策が弱い

のではないか。第 5 章「主な事業」にも、具

体的な取り組みをあげるべきではないか。 

 
一方、微小粒子状物質（PM2.5）や光化学オキシダ

ント等の大気汚染や、河川等の水質汚染などについ

て、定期的な測定、迅速な情報提供を行うとともに、

発生源である事業者への監視・指導を行い、生活環

境の保全を図ります。 
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第 3 次基本計画 案（抜粋） ご意見 対応(案) 

第２章 市民一人ひとりが輝く都市久留米 

第２節 安全で安心して暮らせるまち（Ｐ.２９） 

課題と施策の方向 

 近年、東日本大震災をはじめ、甚大な被害をもた

らす大規模な自然災害が多発しています。また、本

市の犯罪の認知件数や交通事故発生件数等には改善

がみられるものの、国や県と比べ高い水準にあり、

市民の治安に対する不安感も高い状況にあります。

 

 

 

（最新統計に基づく修正） 

 

 

 

 

近年、東日本大震災をはじめ、甚大な被害をもた

らす大規模な自然災害が多発しています。また、本

市の犯罪の認知件数や交通事故発生件数等は減少傾

向にあるものの、全国と比べ高い水準にあり、市民

の治安に対する不安感も高い状況にあります。 

３ 未来へつながる教育の推進（Ｐ.３６） 

確かな学力、豊かな心、健やかな体のバランスの

取れた、「生きる力」を持った次代を担う子どもたち

を育成するため、社会環境の変化やさまざまな教育

課題に的確に対応した施策を進めます。 

（基本構想に準じた修正） 
 

 

確かな学力、豊かな心、健やかな体のバランスの

取れた「生きる力」を持ち、自立した一人の人間と

して次代を担う子どもたちを育成するため、社会環

境の変化やさまざまな教育課題に的確に対応した施

策を進めます。 

第３章 活力あふれる中核都市久留米 

第２節 アジアに開かれたまち（Ｐ.４４） 

課題と施策の方向 

また、留学生をはじめとした外国人市民や観光等

による外国人来訪者が増加しており、さらにこの傾

向を増進させていくためには、互いの国籍や民族、

文化の違いを尊重し共に暮らす「多文化共生のまち

づくり」に取り組んでいくことが必要です。そのた

め、外国人にとって住みやすく訪れやすい環境の整

備を進めるともに、地域の国際化を担う人材を育成

する取り組みを推進します。 

 

 

 
「互いの国籍や民族、文化の違いを尊重し」

の部分に、「宗教」を入れてほしい。 

 
 
 
（原案どおり） 
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第 3 次基本計画 案（抜粋） ご意見 対応(案) 

第４節 拠点都市の役割を果たすまち 

１ シティプロモーションの促進（Ｐ.４８） 

本市には恵まれた自然環境や充実した都市機能、

久留米特有の産業や文化などがあり、また、市内外

への交通アクセスも充実しています。このような地

域の特性や潜在力をさらに磨いて、都市の魅力や活

力を向上させる総合的なシティプロモーションを推

進し、定住・交流の促進や地域経済の振興など将来

にわたって活力ある持続的な発展を図ります。 

 

 

「文化芸術」とあるが、伝統の視点が抜け落

ちているので入れるべきではないか。 

 
 
本市には恵まれた自然環境や充実した都市機能、

歴史と伝統に育まれた久留米特有の産業や文化など

があり、また、市内外への交通アクセスも充実して

います。このような地域の特性や潜在力をさらに磨

いて、都市の魅力や活力を向上させる総合的なシテ

ィプロモーションを推進し、定住・交流の促進や地

域経済の振興など将来にわたって活力ある持続的な

発展を図ります。 
第５章 施策推進のための主な事業 

誇りが持てる美しい都市くるめ 

第３節 外で活動したくなるまち 
・身近な公園等整備事業（Ｐ．５５） 
身近な憩いや健康づくりの場、子どもたちの遊び

場として、住区公園や広場等の整備を進めます。 

 
 
 
 

（文言修正） 

 

 

 

 

・自転車利用環境整備事業 

身近な憩いや健康づくりの場、子どもたちの遊び

場として、近隣居住者の利用を主目的とした、小規

模な公園や広場等の整備を進めます。 

・自転車利用環境整備事業（Ｐ．５５） 
自転車の利便性の向上と走行環境の改善を図るた

め、自転車駐車場や自転車走行空間の整備などを進

めます。 
また、市民や来街者が、気軽に自転車を利用でき

る仕組みの構築を進めます。 

 
小分類の「施策の内容」と主な事業の「事業

概要」が、同じレベルである。主な事業は、

もう少し具体的に書くべきではないか。 

転車利用環境整備事業 

自転車の利便性の向上と走行環境の改善を図るた

め、交通拠点等における自転車駐車場の整備や、安

全な自転車走行空間の整備などを進めます。 
また、市民や来街者が、気軽に自転車を利用でき

るように、レンタサイクルの充実とコミュニティサ

イクルの導入を進めます。 
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第 3 次基本計画 案（抜粋） ご意見 対応(案) 

市民一人ひとりが輝く都市久留米 

第５節 子どもの笑顔があふれるまち 

・学力アップ推進事業（Ｐ．６１） 
 全国平均以上の学力を目指し、少人数授業、学生や

地域ボランティアを活用した学習習慣定着支援事業、

夏季の補充学習などを行います。 

また、児童生徒に対するきめ細かな指導、興味関心

を高める授業や理解を深める授業に向けた改善を図り

ます。 

 
 

補充学習は放課後や昼休みの活用など、現在

も様々な形で行われており、広くとらえるた

めにも「夏季の」を削除してほしい。 

 

 

・ 
 全国平均以上の学力を目指し、少人数授業、学生や

地域ボランティアを活用した学習習慣定着支援事業、

夏季休業期間等を活用した補充学習などを行います。 

また、児童生徒に対するきめ細かな指導、興味関心

を高める授業や理解を深める授業に向けた改善を図り

ます。 

活力あふれる中核都市久留米 

第１節 知恵と技術を創造するまち 

・多様な農業の担い手育成事業（Ｐ．６３） 
将来にわたり安定した農業の担い手を育成・確保す

るため、認定農業者や集落営農組織など、基幹的担い

手を育成します。 

 

また、次世代を担う農業経営者の育成のため、青年

就農者や女性農業者の育成に取り組みます。 

 
 

小分類の「施策の内容」と主な事業の「事業

概要」が、同じレベルである。主な事業は、

もう少し具体的に書くべきではないか。 

 

 

 

将来にわたり安定した農業の担い手を育成・確保す

るため、認定農業者や集落営農組織など基幹的担い手

を対象に、経営力強化や法人化、農地の利用集積への

支援などに取り組みます。 

また、将来の本市農業を担う青年就農者を育成する

ため、営農・技術指導などに取り組むとともに、農業経

営や地域において活躍する女性農業者の育成に取り

組みます。 
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第 3 次基本計画 案（抜粋） ご意見 対応(案) 

第２節 アジアに開かれたまち 

・国際経済交流推進事業（Ｐ.６４） 

海外市場の開拓や海外からの誘客を促進するため、

国、県、関係機関等と連携・協力し、アジア市場を対象

とした需要調査や海外向けプロモーションに取り組みま

す。 

 
アジアのどこをターゲットとして取り組み

を進めるのか、国や地域を具体的に記載する

などポイントを絞った記載をするべきでは

ないか。 

 

 

海外市場の開拓や海外からの誘客を促進するため、

国、県、関係機関等と連携・協力し、東アジア市場など

を対象とした需要調査や海外向けプロモーションに取り

組みます。 

第３節 人と情報が行き交うにぎわいのあるまち 

・MICE 誘致推進事業（Ｐ.６６） 

 交流人口の拡大や都市のイメージアップを図り地域活

性化を推進するため、医療や工学系の学会、産業系の

展示会、サブカルチャー系のイベント、スポーツコンベ

ンションなどの誘致・開催に取り組みます。 

また、東京オリンピック・パラリンピックなどの開催効果

を取り込むため、海外参加チームのキャンプ地誘致に

取り組みます。 

さらに、地域への経済波及効果の高い、久留米市の

特長を活かしたスポーツイベントの充実を図ります。 

 
「ＭＩＣＥ誘致推進事業」の「ＭＩＣＥ」に

読み方を表記し、「ＭＩＣＥ（マイス）誘致

推進事業」として欲しい。 

 

 

・MICE（マイス）誘致推進事業 

 交流人口の拡大や都市のイメージアップを図り地域活

性化を推進するため、医療や工学系の学会、産業系の

展示会、サブカルチャー系のイベント、スポーツコンベ

ンションなどの誘致・開催に取り組みます。 

また、東京オリンピック・パラリンピックなどの開催効果

を取り込むため、海外参加チームのキャンプ地誘致に

取り組みます。 

さらに、地域への経済波及効果の高い、久留米市の

特長を活かしたスポーツイベントの充実を図ります。 
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第 3 次基本計画 案（抜粋） ご意見 対応(案) 

第４節 拠点都市としての役割を果たすまち 

・くるめの魅力発信事業（Ｐ.６６） 

本市の知名度、都市魅力を向上させるとともに、市民

の地域への誇りや愛着の醸成を図るため、久留米シテ

ィプラザが創造する文化芸術や豊かな自然に育まれた

食文化、ものづくりの技術や先端医療など、人を引きつ

ける魅力を磨き上げ、それらを情報発信します。 

 

 

 

 

また、市民の情報発信力やネットワークを活かした市

民主体の情報発信の取り組みを推進します。 

 

音楽のまちづくりなども行っており、そうし

た要素をいかした情報発信の取り組みも行

うべきであり、計画に記載すべきではない

か。 

 

・くるめの魅力発信事業（Ｐ.７１） 

本市の知名度、都市魅力を向上させるため、多種多

様な地域資源を磨き上げ広く発信します。 

特に、久留米シティプラザが創造する文化芸術や豊

かな自然に育まれた食文化、ものづくりの技術や先端医

療など特長的な魅力を重点的に発信します。 

また、「音楽によるまちづくり事業」、「まちなか賑わい

づくり事業」、「多彩な地域資源を活かした観光推進事

業」などの事業推進を通して、交流人口増加による相乗

的な情報発信を進めます。 

さらに、市民の情報発信力やネットワークを活かした

市民主体の情報発信の取り組みを推進します。 

 


