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平成平成平成平成２７２７２７２７年年年年３３３３月定例会月定例会月定例会月定例会のののの議案議案議案議案についてについてについてについて    
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■■■■    司会司会司会司会（（（（秘書課長秘書課長秘書課長秘書課長））））    

定刻になりましたので、ただ今から３月定例議会の議案について、市長記者会見を行い

ます。最初に、資料の確認をお願いいたします。お手元に本日の次第と、パワーポイント

資料である平成２７年度当初予算概要説明、それから平成２６年度３月補正予算概要の３

点を置いております。本日は３月定例議会の条例議案関係、当初予算案、３月補正予算に

ついて通して説明をしてから、その後質疑応答を行います。 

それでは、市長お願いいたします。 

 

■■■■    市長概要説明市長概要説明市長概要説明市長概要説明    

 

皆さんこんにちは。では、早速はじめさせていただきます。平成２７年の３月定例議会

でございます。こちらの方の資料（（（（資料資料資料資料：：：：平成平成平成平成２７２７２７２７年年年年３３３３月定例会案件一覧月定例会案件一覧月定例会案件一覧月定例会案件一覧））））にございます

ように、議案として当初送付が４４件と、そのうち正式な議案が４１件で、あと報告事項

が３件となっているところであります。 

 予算については、あとで説明を申し上げますが、議案の方で条例関係です。 

 

〔〔〔〔平成平成平成平成２７２７２７２７年年年年３３３３月議会案件月議会案件月議会案件月議会案件についてについてについてについて〕〕〕〕    

    

 これは２ページに書いてあります消防防災課が出しています第第第第２３２３２３２３号議案号議案号議案号議案「「「「佐賀市消防佐賀市消防佐賀市消防佐賀市消防

団員団員団員団員のののの定員定員定員定員、、、、任免任免任免任免、、、、給与給与給与給与、、、、服務等服務等服務等服務等にににに関関関関するするするする条例条例条例条例のののの一部一部一部一部をををを改正改正改正改正するするするする条例条例条例条例」」」」。この部分がちょっ

と特徴的なものかなと思います。佐賀市内に通学をする皆さんで消防団に入られる方を消

防団員として迎えられるような条例を制定するものであります。条例関係はその程度で、

早速予算関係に入らせていただきます。 

 

〔〔〔〔平成平成平成平成２７２７２７２７年度当初予算年度当初予算年度当初予算年度当初予算（（（（案案案案））））についてについてについてについて〕〕〕〕    

 

 予算は「「「「平成平成平成平成２７２７２７２７年度当初予算概要説明年度当初予算概要説明年度当初予算概要説明年度当初予算概要説明」」」」の方から参ります。今、地方創生等、強く国

の方からも地域に事業の計画作り等を促されているところです。 

 佐賀市にあっても先日会議を開きまして、まだ中身には入れなくて緒についたばかりと、
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そういうところかと思います。おいおい事業内容を詰めていって、そして佐賀市の特性あ

るものを出していきたいと。「これぞ地域のお互いの競争といいますか、地域の特性を活か

すものになる」ということで、そのことが地方創生につながるということで、金太郎飴的

なものではなくてやろうということでございます。 

 先日知事も言っておられましたが、画一的なものでなくて、それぞれの地域の特性を活

かしたものを作ってくださいということですね。そういったところには県としても応援を

いたしますと、そういうことをいっておられたと思います。そういう趣旨にのっとって、

佐賀市も頑張りたいと思っています。 

そういう中にあって、平成２７年度の当初予算でございます。当初予算に入る前に、ど

ういう方向性をもたせているのかということで、いわゆる主眼とするのは何かということ

であると思いますが、まずやはり市民の幸福感を向上させると。市民の皆さんたちが幸せ

感を感じられるような、そういうまちづくりを目指した予算編成を心がけたということで

ございます。 

それぞれの予算会計の概要をここに示しております。一般会計で９２４億円、以下特

別会計、自動車運送事業等ここに書いているとおりでございます。９２４億円を当初予算

で出したのは、今までで一番大きな額でございます。 

 それぞれの概況ということで、収入費目ごとの部分をここに出しています。市税が２９

１億円ほど出していますが、なかなかこれが３００億円になってくれないということです

ね。 

 そうなったときに佐賀市の財政力も少しは強くなったといえると思いますが、なかなか

税収の伸びが顕著にでてこないということで、国の景気対策等も地方にあってはまだまだ

目に見えてこないという部分がこういうところに出ているのではないかと私は思っていま

す。 

 次は歳出の概況ということで、出しています。ここに紫の民生費あるいは扶助費。これ

は連動する部分が大きい訳ですが、ここが３６．６パーセントで構成比がかなり伸びてま

いりました。扶助費も同時に上がって、構成比の割合として上がってきているわけであり

ます。これが今のわが国の実態ではないかなと。社会保障費的なものがどんどん伸びてい

くということで、少子高齢化に対する国あるいは自治体の対応も大変なものがございます

が、この部分については経費的にものすごく伸びていると。 

 前に戻って、佐賀市も以前は市税の枠内である程度の対応ができていたのですが、それ

をオーバーするような形になっているのが実態だということで、財政的なきつさというの

もそういうところから出てくると思います。 

それでは具体的に平成２７年度の重点施策の中身を話させていただきます。１月の年初

めのときにもこの項目、佐賀市の重点政策ということで出しておりました。１番目から６

番目まである訳ですが、これに肉付けをするという形の予算でございます。 
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具体的に入っていきますが、まちのまちのまちのまちの活力向上活力向上活力向上活力向上とととと経済経済経済経済のののの活性化活性化活性化活性化ということで、私の方から

説明しますのは、最初の「「「「中央大通中央大通中央大通中央大通りりりり再生計画推進事業再生計画推進事業再生計画推進事業再生計画推進事業」」」」ということで、今、中央大通り

あるいは駅前周辺の活性化を目指して、いろいろ調査関係を進めているわけですが、中央

大通りの再生としてある程度案が出てまいりましたので、平成２７年度は社会実験をやる

ということで、その経費関係を１，１６０万円出しているところであります。 

唐人町あるいは玉屋近く、いろんな意見が出ています。交通量をかんがみて、今の交通

体系でいいのかどうか、あるいは今の歩道幅でいいのかどうか、そういったものを他に使

う方法はないだろうかと、いろんな意見が出ていますので、そういった意見を取り入れて

平成２７年度はいろんな所で実証実験をやってみようという試みの予算でございます。 

 

大きな項目の２つ目「「「「安心安心安心安心・・・・安全安全安全安全なまちづくりなまちづくりなまちづくりなまちづくり」」」」のところでございます。これは佐賀市

の弱点でございます大雨時の浸水。この浸水防止対策、それから排水機能のアップ、そう

いったものを混ぜて利用するわけでございます。（「「「「浸水軽減対策事業浸水軽減対策事業浸水軽減対策事業浸水軽減対策事業」」」」）新村愛敬水路、あ

るいは愛敬水路の改修、それから尼寺の「雨水幹線」とか、例えていきますと諸富の石塚

にポンプ場を設置するとか、あるいは厘外の方にもポンプ場を設置するための今年はその

設計予算を組むと、いろいろございます。それに加えまして、ここに写真が出ていますよ

うに、お堀を利用して一時調整能力を持たせると、雨水の調整地として使えるような整備

をすると。そういうのがここの中の事業として予算化をしているところでございます。   

それからもうひとつ、佐賀の特徴的なものとしてナガエツルノゲイトウということで、

外来種の水草、浮き草を根絶させるために２年間取り組んでいますが、あと２～３年はか

かるだろうと。とにかくこれは完全に根絶しなければならないという立場でやっています

ので、平成２７年度も除去作業あるいは河川の監視等を行って絶滅まで追い込んでいく覚

悟でやらせていただく予算であります。（「「「「ナガエツルノゲイトウナガエツルノゲイトウナガエツルノゲイトウナガエツルノゲイトウ防除対策経費防除対策経費防除対策経費防除対策経費」」」」） 

 

次は「「「「健康健康健康健康づくりとづくりとづくりとづくりと福祉福祉福祉福祉のののの向上向上向上向上」」」」ですね。これは１番目の「「「「生活自立支援生活自立支援生活自立支援生活自立支援センターセンターセンターセンター事業事業事業事業」」」」

を説明させていただきます。今までは国のモデル事業でさせていただきました。これは主

に家に引きこもりがちな成人を外に出て社会に順応できるようなところまで支援をしてい

くという取り組みでございますが、平成２７年度からは補助事業として取り組む予定でご

ざいます。 

こういったことをすることによって、生活保護受給者等への入り込みといいますか、生

活補助等への適応を防ぐということにもなってまいりますので、こういったものをずっと

続けて模様を見ていくと。そういう事業を来年度も取り組む予定でございます。 

 

それでは次の「「「「自然自然自然自然とのとのとのとの共生共生共生共生とととと環境環境環境環境のののの保全保全保全保全」」」」という項目でございますが、ここは何とい

ってもバイオマス産業都市の課題ですね。ひとつひとつ取り組んでまいるということであ

ります。現在、清掃工場では、二酸化炭素の取り出し実験をして、一部ハウス栽培へ利用
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を実験的にやらせていただいていますが、清掃工場の近くに正式には藻類の大量培養所を

工場として作っていただくと。それが２ヘクタール程の分で事業を開始される予定でござ

います。そこに供給するための CO２を取り出す装置を今までの実験的なものから本格的な

ものに変えていくという大きな事業でございます。（「「「「清掃工場二酸化炭素分離回収設備整清掃工場二酸化炭素分離回収設備整清掃工場二酸化炭素分離回収設備整清掃工場二酸化炭素分離回収設備整

備事業備事業備事業備事業」」」」）１５億円程必要でありますが、その部分を平成２７年度で手がけると。そしてそ

の下に２０００万円程の予算を組んでますが、先ほど申しました実験プラントの北側に佐

賀市が工業団地として予定していました土地を利用して、それがもう一段大きめの培養施

設に転用できないか。そういう部分での土地の調査関係をする部分が２番目の「「「「バイオマバイオマバイオマバイオマ

スススス産業都市構築推進経費産業都市構築推進経費産業都市構築推進経費産業都市構築推進経費」」」」でございます。 

あと、同じ清掃工場で今現在やっていますエコプラザを少々内容的にも古くなっており

ますので、リニューアルをしてごみの削減、再利用といったものに市民の啓発等をやって

いこうというのが、一番下の部分でございます。（「「「「エコプラザリニューアルエコプラザリニューアルエコプラザリニューアルエコプラザリニューアル事業事業事業事業」」」」） 

 

次は５番目の「「「「子育子育子育子育て・て・て・て・教育教育教育教育のののの充実充実充実充実とととと文化文化文化文化のののの創造創造創造創造」」」」です。現在、子育て関係は結構行政

需要も多くて、対応を迫られるものも多いわけでございますが、ここでは３つほど出して

おります。その中で特に強調して申し上げたいのは、佐賀市が独自に取り組んでいる部分

で「「「「特別支援教育推進事業特別支援教育推進事業特別支援教育推進事業特別支援教育推進事業」」」」ですね。この部分は、本来であれば国あるいは県がもっと力

をいれてやっていただきたい部分でございますが、残念ながら今のところ市単位で対応せ

ざるを得ないと。あえて佐賀市はここに取り組んでいるところでございます。発達障がい

の子どもさんが増えているというのも事実であります。また、それと同じようにと言った

ら失礼になりますが、特別の支援を必要とする子どもたち。以前は県あるいは国の施設等

で対応していただいておりましたが、それが地域の学校に入りたいという親の希望もござ

いまして、それを今受け入れているところでありますが、なかなか数が増えてまいります

と、クラスの子どもたちの数が増えて参りますと、先生一人では対応できないと。やはり

補助員が必要だということで、今年初めてでございますが、ここに１３名支援員を増やし

て対応していくと。それぐらい対象者が増えていると。発達障がいについても、今独自で

学校生活をサポートする支援員を、支援体制をとっておりますが、それはそのまま引き継

いでいうということでございます。こういう形で現状、対応するのが精一杯のところでご

ざいますが、本来ならば私もあちこちで言っていますが、発達障がい等を含めて原因がど

こにあるのか、そういったものの追求をしていかないと、特に発達障がいでクラスに１人

はいると。５パーセント位の可能性があるという時点が数値的に伸びていますので、大変

な時代になってまいりますよという警鐘を鳴らしつつ、現実の対応をさせていただいてい

ると。特に先ほどから言っていますように、この部分については私が特に強く取り組んで

いるところであります。先ほどの大人の、いわゆる成人の引きこもり等についての対応と

同じように、こういった部分での障がい者への対応というのを続ける必要があるのではな

かろうかと思っています。 
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それからもうひとつ一番下の、これは都市デザイン課が担当するところでございますが、

長崎街道西の方の部分で少し手を加えて、通りを充実させたいという風な願いもあります。

地元の皆さんも貴重な財産が八戸地区にあるということで何とか保存してもらえないかと

いう要望がございまして、元の酒造所の一部を買い取って、人の集まる場を作りたいとい

うことで今回４，５００万円近くの予算を計上しているところでございます。（「「「「八戸地区八戸地区八戸地区八戸地区

枝梅酒造活用事業枝梅酒造活用事業枝梅酒造活用事業枝梅酒造活用事業」」」」） 

 

項目の最後になりますが、「「「「市民協働市民協働市民協働市民協働によるによるによるによる行政経営行政経営行政経営行政経営のののの推進推進推進推進」」」」というところであります。 

ここではまず「「「「コンビニエンスストアコンビニエンスストアコンビニエンスストアコンビニエンスストア証明書交付証明書交付証明書交付証明書交付サービスサービスサービスサービス事業事業事業事業」」」」。これはマイナンバー制

度が今議論され、準備をされていますが、マイナンバーカードが発行されたときにコンビ

ニで住民票の写し等の証明書が取れるようにしたい。そういう風なところに持っていこう

というところで準備をするお金でございます。  

それと「「「「地域地域地域地域コミュニティーコミュニティーコミュニティーコミュニティー推進事業推進事業推進事業推進事業」」」」ですね。５，１００万円程出しておりますが、

今、小学校区単位にまちづくりの協議会を作っていただいて、コミュニティー推進事業を

進めています。全校区に協議会が発足といいますか成立しているところまではいっていま

せん。３２校区ある中で２２校区がそれなりに動きをしていただいております。平成２７

年度は、さらに５校区程は入っていただき、まちづくり協議会での地域のコミュニティー

事業を進めているところであります。それから、この項とは縁が薄いかもしれませんが、

合併して新しい佐賀市ができてから今年の秋には１０年になるわけです。１０周年を記念

した関係事業を予定しているということでございます。（「「「「新市誕生新市誕生新市誕生新市誕生１０１０１０１０周年記念関連経費周年記念関連経費周年記念関連経費周年記念関連経費」」」」） 

 

以上で１項目から６項目までの説明を終わらせていただきますが、あと関連いたしまし

て「「「「緊急経済対策緊急経済対策緊急経済対策緊急経済対策」」」」等も出てまいります。これは後で追加議案として送付をする予定でご

ざいますが、国が示しています、地域消費の喚起ということですね。「「「「プレミアムプレミアムプレミアムプレミアム付商品券付商品券付商品券付商品券

発行等支援事業発行等支援事業発行等支援事業発行等支援事業」」」」、こういったものも考えているところであります。県も取り組み、また段

階的に半年遅れになりますが、市も対応をするということになってまいります。地域の経

済の活性化を促すということでございますが、長期的な効果というのはそんなに期待でき

ないのではないかと思っています。 

そして最後の部類になりますが、緊急経済対策としていろいろなメニューを考えており

ますが、この中で佐賀市の特徴的なものとしては、正月の記者会見でも触れましたが、人

口減少対応の中でいろいろな取り組みございますが、その中のひとつとして佐賀に住んで

もらって佐賀から福岡等に通勤してもらうと。そういうのもひとつの手ではないかという

ことで、やりたいということを出しておりましたが、その肉付けといいますか、具体化が

ある程度進んでおります。福岡都市圏を初めとする近隣のところに JR の特急を使って通勤

できるような体制、あるいは福岡までの特急バス等を利用して通勤していただける方々に

ついては一定の条件がございますが、市のほうでモデル的に助成をしてみようと。モデル
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事業として大体３年間やってみたいということで、ここに出している分であります。（「「「「定定定定

住促進通勤定期券購入費助成事業住促進通勤定期券購入費助成事業住促進通勤定期券購入費助成事業住促進通勤定期券購入費助成事業」」」」）そのほか、定住促進で住宅取得の助成事業も考えてい

ます。（「「「「定住促進住宅取得費助成事業定住促進住宅取得費助成事業定住促進住宅取得費助成事業定住促進住宅取得費助成事業」」」」） 

 

あとはこれから先のトピックスということで、桜マラソンを出しています。（「「「「さがさがさがさが桜桜桜桜ママママ

ラソン２０１５ラソン２０１５ラソン２０１５ラソン２０１５」」」」） 

 

相対的に申しますと、佐賀市の部分は予算の中で個々には説明しませんでしたが、「「「「世界世界世界世界」」」」

というキーワードがある程度特徴的なものとして、使えるのではなかろうかと。ひとつは

順序でいきますと、ラムサールが一番先にでてくると思いますが、「「「「ラムサールラムサールラムサールラムサール登録登録登録登録」」」」。そ

れから次は「「「「三重三重三重三重津津津津のののの海軍海軍海軍海軍所所所所跡跡跡跡のののの世界世界世界世界遺遺遺遺産登録産登録産登録産登録」」」」ということで、それなりのいい知らせが

入ってくるのではなかろうかと考えています。それから既に決まっていることでございま

すが、「「「「バルーンのバルーンのバルーンのバルーンの世界世界世界世界選手権選手権選手権選手権」」」」。これは来年でございますが、今年はプレ大会ということ

でこの部分についても会場の排水設備等、かなり手入れをしてまいるつもりでございます。 

そういったものの成功を狙って PR 活動をするという風なことも入っております。それか

ら額は少ないのですが、つい先日地域でお祭りとしてありました「「「「見見見見島島島島ののののカカカカセセセセドドドドリリリリ世界世界世界世界無無無無

形形形形文化文化文化文化遺遺遺遺産産産産登録登録登録登録」」」」の話がでていますので、その準備をしているということ。この４つを世

界関係ということで、絡めて申し上げましたが、世界という切り口で対応させていただい

ているところでございます。 

そのほか振り返ってみますと、まちの活性化のためのもの、あるいは排水対策、それか

らバイオマス産業、CO２の取り出しといったものが今年の予算の特徴だと思います。 

ひとつだけ忘れましたが、障がい者の皆さんへの対応、それから特別支援学級への特別

な対応、そういったものが佐賀市の平成２７年度の予算の編成にあたって特徴的な事項だ

と私は考えています。以上で私の方からは説明を終わらせていただきますが、あと補正関

係もありますが、総務部長のほうから。 

 

〔〔〔〔平成平成平成平成２２２２６６６６年度年度年度年度３３３３月月月月補補補補正予算正予算正予算正予算（（（（案案案案））））についてについてについてについて〕〕〕〕    

    

（総務部長） 

それでは私の方から３月補正概要につきまして、お知らせさせていただきます。予算総

額につきましては最終的に９２４億円ということで、平成２７年度当初と同じような規模

を見込んでおりまして、これも過去最高の状況になってくると思います。あと一般会計に

つきましては、先ほど市長申しましたとおり、来年のバルーンの世界選手権に向けた準備

ということで平成２６年度、２７年度、２８年度あわせまして約５億３０００万円の準備

費を事業として進めているところであります。（「「「「熱気球熱気球熱気球熱気球世界世界世界世界選手権選手権選手権選手権会場整備事業会場整備事業会場整備事業会場整備事業」」」」） 

あと、経済部関係で「「「「企企企企業立地支援事業業立地支援事業業立地支援事業業立地支援事業」」」」として約３６００万円３月補正にあげるとい
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う風になります。定例的に３月議会でこれを補正しているわけであります。あと、特別会

計、企業会計につきましては特徴的なものはございませんけれども、決算の見込みに準じ

た補正を取り扱うということでございます。以上３月補正であります。 

 

 

（秘書課長） 

説明が終わりましたので、質疑応答に入らせていただきます。ただ今説明がありました

３月定例議会の議案についての質問を先に、その後市政一般についての質問をお願いした

いと思っております。 

 

■■■■質疑応答質疑応答質疑応答質疑応答    

 

（記者） 

 

まず１点目は、当初予算についてです。施政方針で市民が幸せを実感できるまちづくり

ということを掲げられましたが、今回の当初予算で幸福を実感できるという部分で特に配

慮をしたとか反映した予算編成だったり、新しい事業だったりがありましたら教えてくだ

さい。 

 

（市長） 

 はい。先ほどの私の説明の中で、最後の部分でございます。まずは、幸せに繋がるもの

としてまちの活性化というものが出てまいるわけでございますが、２番目には安心安全な

まちづくりとして、長年の課題であります排水・浸水対策をあげたいと思います。それか

ら、昨年の秋に認定を受けましたバイオマス産業都市ですね。これを今まではどちらかと

いうと、研究・実験そういう段階で止めておりましたが、これからは一歩進んで実用化を

図る、実用化のための施設を作っていただくと。これはもう民間のほうもオーケーが出て

おります。そして、それと並行して、もっと規模の大きいものにそれを繋げていくと。こ

れは農地の転用関係も出てまいりますので、農水省あたりの同意も必要になってまいりま

すので、そういうところの手続きができるような準備を進めていくということであります。

それと併せて、もう一つ社会保障費の伸びが顕著でありますが、そういう中でも、今、障

がい者の皆さん達への対応の仕方、これを佐賀市は強めていきたいということで、成人の

皆さんへの対応の仕方、それから、いわゆる子ども達への対応の仕方、そういったものに

今国が示していない部分を佐賀市が独自に上乗せさせて、支援をしていこうということが

ございますが、その部分が相対的に幸せに繋がるものというふうに考えております。 

 

（記者） 
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 市長が冒頭のお話の中で、市税がなかなか３００億円にいかないと言われていました。

それは国の経済対策が市税の増に繋がっていないというようなご見解だったと思いますが、

併せて民生費・扶助費の伸び、この財政的な部分で圧迫されるような経費の増ということ

についても、何らか国の実態としてお話されていたので、どういう対応を国にとって欲し

いかという、多分何らかの怒りがあると思いますが、そのあたりの収入と経費、その点に

ついての厳しさと、今のご見解、どういうところが直されれば改善されるのかというご所

見を伺いたいと思います 

 

（市長） 

 まず税制ですね。税制は年々変わっておりますので一概に比較はできないと思いますが、

佐賀市の予算が９００億円に達しない時代でも、市税が３００億円を超えていた時があっ

たわけです。それからしますと、２９１億円程度で低迷しています。本来ならば、景気が

良くなっているということで、そういう国での景気高揚感を地方でも味わえるということ

があれば、少しは伸びが期待できるかもわかりませんが、なかなか現に伸びていかないと

いうじれったさを感じているところであります。そういう意味で、先ほど申しました。 

それともう一つは、そういう中で、ここで言うと民生費とか扶助費で表せるように、社

会保障的なものがかなりこの中に入っておりますので、そういったものがどんどん伸びて

いくと、本来ならば、そういったものに振り向けるべく消費税というのがあったわけでご

ざいますが、それが止まった段階でも、サービスの度合いは結構高いものを求められてい

るということであります。そういう中で、対応をせざるを得ないということで、こういっ

たものについては、やはり財源の確保というものをしないと、国が方針を出して、そして

地方でそれに準じてやってくださいといわれても、なかなか大変な部類もあります。特に

子育て関係でも、結構需要といいますか、必要とする財源はまだまだ他にもたくさんある

わけでございます。特に保育所から学校といったところについては、施設の建設等を含め

て、あるいは教材等含めて色々な要望が今出ておりますが、それには十分対応できていま

せん。そういう中で、特徴的なものとして、障がい者、あるいは特別支援を要する子ども

達への対応については、なかなか国の手も伸びてきていません。しかし、それを黙ってい

るわけにもいけないということで、佐賀市はそちらの方に手を強く出している、視線を強

くしているということであります。この他、他所でもやられていますように、あるいは選

挙の度に言われますが、子ども達への医療費の助成については、佐賀市も下位に位置する

ようになってしまっています。だから、こういったものを他所の自治体と肩を並べるよう

になると、また新たな別の財源が必要になってきますので、遅れている部分、支援の手が

届いていない部分もありますが、片方ではこういうこともやっていますよということを市

民の皆さん達にも知ってもらいたいと思っております。 

 

（記者） 



平成２７年２月 市長記者会見 

9 

 

 関連してなんですけれども、扶助費・民生費もありますけれど、学校の耐震化や長寿命

化といった必要経費というものが、かなり財政の中で占める割合が増えてきていると思い

ます。今回は過去最大規模ということでありますけれども、市として独自色を出せるよう

な施策だとか、そういうところの余地っていうのは、財政面でどのようになってきている

のか、市長の感覚的なもので構わないので教えてください。 

 

（市長） 

 施設の整備については、やはり計画的にやっていく必要があると思います。特に、耐震

なんかについても、文科省は早くしてくださいと強く迫ってこられる部分がありますが、

うちの方は校舎の建て替え等の時期もございまして、いわゆる無駄なお金は使いたくない

という部分もございまして、計画的にやらせていただいている部分もあるわけでございま

すが、そういったものとは別に、最近では夏の暑さに対応するためのクーラー設置ですね。

こういったものも要望として強く出てまいりました。こういったものは、以前は考えられ

なくて、数年前に扇風機を設置して凌ぐということもやらせていただきましたが、今は扇

風機ではぬるい風をグルグル回すだけという感じでございますので、抜本的には空調関係

を考えなければならないかと。そういったものも学校の改築等の時期と合わせて、そして

あまり長く時間をかけるわけにもいきませんので、計画的に実施をさせていただくといっ

たものが横から入り込んでまいりますので、学校のいわゆる教育関係の予算というのも、

かなり今順番待ちという状況であります。 

 

（記者） 

 市長が冒頭に地方創生の考え方で、今はまだ市の中の議論が始まったばかりなので、こ

れからということでしたが、平成２７年度の当初予算の中で、こういったことを意識され

て盛り込んだものなどございましたら、教えていただきたいと思います。 

 

（市長） 

 その部分はまだ特には入れておりません。緊急対策として後から出てまいりますが、こ

れは全国だいたい横並びで入ってくると思いますが、佐賀市の部分についてはまだそこま

ではいっていません。他所の都市もそうではないかなと思いますが、これぞそれぞれの地

域が違う部分で、今までは国がこういうものをしなさいとか、こうしたらというような一

つの案が出てきておりましたが、今回はそういったものは極力抑えられておりますので、

いわゆる地方の知恵の出しどころ、合わせて自主性まで認めてもらえるようなものになっ

て欲しいと思います。 

 

（記者） 

 先ほどの質問と関連しますが、本庁舎の増改築、小中学校の校舎の増改築が今年度に続
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いてピークということで、先ほど必要的な経費が増えたという話がりましたが、かたちと

しては過去最大の予算規模になっていますけども、扶助費の増加も含めて、必要的な経費

がそれをかたちとしてもっていっているという意味では、積極予算と言えるのかどうかと

いうのは、疑問符が付くところなんですけど。昨年の予算発表の時に、本庁舎と校舎の増

改築のピークは本年度と来年度の平成２７年度まで続いて、その後はまた緊縮にという話

をされていましたので、今年の予算がまず積極予算という位置付けなのかどうかというこ

とについて、そして来年度以降の予算についての考え方を聞かせていただきたいと思いま

す。 

 

（市長） 

 私が市政を担うようになって１０年近くになってまいりました。最初はやはり合併です。

合併をした時に大盤振る舞いというのはなかなかできません。条件的に良いものばかりに

全部を合わせるとなると、大変な財政負担が出てくるというようなことで、かなり絞った

ところでお互いに我慢しながら一体感を作っていきましょうということでお願いしてきて、

そして１，０００億円を超えていた、いわゆる負債の部分、借金、起債残を落として、そ

して９００億円を割る段階まできました。本当は今そのままいきますと、８００億円の中

程までいっておけば、これから先の子ども達への負担を抑えることにもなりますので、い

いところでございますが、そうはいかなかったと。色々な学校関係での需要も伸びてきた、

それからまた庁舎の統合じゃないけれども、支所の事務の見直し等に伴いまして、執務ス

ペースの確保なんかを考えた場合に、合併特例債を適用できる時に庁舎等を整備したほう

が良いということで、勿論新築はなりませんので、増築、あるいは改築と、あるいは耐震

の補強ということでさせていただきました。そういった部分が一時的に必要経費として出

てまいりましたので、９００億円で暫く止まって、今回また起債残が９４０億円くらいに

なる予定でございますが、それもやむなしと。ただ、このままずっとこのまま大きな予算

を組むと、また将来的に財政負担が厳しいものが出てまいりますので、やはりメリハリを

つけて事業を積極的にやる時と抑えなければならい時と、そういったものは財政力を見な

がら進ませていただきたいと思います。だから、今回出たからまた来年もということには

ならないと思います。ただ、一つは国の施策ですね。景気対策等を含めまして、方針が出

てまいります。そういったものについては、それなりに配慮をしながらやっていく必要が

ございますので、先ほど申しましたような立場から物を見て、そして今後の予算作りには

対応してまいりたいと思います。 

 

（記者） 

 関連しまして、来年度の予算が積極か否かで言うと、市長のご認識はいかがでしょうか。 

 

（市長） 
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 必要な部分をさせていただいたということでございますので、必ずしも積極性とはとれ

ないと思います。ただ、部分的には積極的にやった部分もあります。先ほど申しました「世

界」という立場の切り口からしますと結構やっています。そして、バルーン会場の排水対

策ですね、これは長年の課題でありまして、特に最近のように天候不順の度合いが大きく

なってまいりますと、しておかなければ世界選手権を誘致する会場としては、ちょっとま

ずいかなと思います。だから、これは将来的な資産としても残ることですので、ある程度

整備をしたいという部分が出ております。それから排水関係ですね。特に先日１００ミリ

安心プランという事業にも乗せていただきましたので、そういったものをバネに一歩進め

てまいりたいと、そういうところであります。それと、あとは、障がい者関係の皆さん達

への支援を充実させていきたいと思っております。そのへんが積極的な予算だと、私は考

えております。 

 

（記者） 

 地方創生関係で市長に２点ほどお聞きします。まず、市長が最初の説明の中で、消費喚

起型のプレミアム商品券の発行については長期的な効果を出さないんじゃないかというご

見解だったと思うんですけれども、おそらく以前の地域振興券をみていても確かにそうい

う面があるとは思いますが、その長期的な効果が見込めない理由、見込めないだろうと感

じてしまう理由と、とはいえ国のお金を使ってやるわけですから、できるだけ持続的に消

費喚起するスキームというか、何らかの仕掛けも必要なんじゃないかなと思いますので、

その点に関してどのように対応していくか、対策を打っていくかということをまず伺いし

ます。 

 

（市長） 

 これも国が示してきたものです。地方が自主的に独自に考えてこういったものをしよう

というよりも、全国一律的に流れてきたと私は捉えています。そういうふうにとっている

ため、これが持続するかというと、一時的には地域のカンフル剤にはなるかもわかりませ

んけれども、買い込むとそのギャップがきて、消費が鈍る反動も当然考えておかなければ

なりません。それと、国も１千兆円を抱える借金があるといわれる中で、どんどんそうい

ったものでお金を費やしてやって良いのかというと、私は個人的には疑問があるわけでご

ざいます。借金をして、皆のお金だから良いだろうというようなことで、一時的なカンフ

ル剤は結構だけれども、言葉は悪いのですがお茶を濁す的なやり方はどうかなと思います。

それも、プレミアムの部分が１割とか２割とかですね、そういう類のものを出されていま

すので、それで良いのかと。一回そういうものを味わえば、それが当たり前になると、そ

ういうことを私は心配していますので、先ほど申しましたような言葉を使いました。 

 

（記者） 



平成２７年２月 市長記者会見 

12 

 

 市として効果をできるだけ持続させるための仕掛けみたいなものは。 

 

（市長） 

 だからといって、うちはそういうことはしませんよというだけの勇気はございません。 

 

（記者） 

 あと地方創生関連で言うと、先行型があると思います。先行的な事例に対しての国の交

付金とかですね。市としてどのような対応をされるのかということで、今検討しているも

のがあれば検討状況を教えてください。あとこれは PDCA サイクルをしっかり出せと言わ

れていて、本当かどうかは分かりませんが、その効果に見合ったものが出ないと、翌年度

や翌々年度等に財政的に交付金が減らされるんじゃないかなというような話もあったりす

るので、地方創生とはいえやっぱり国主導のまだバラマキの色があるのかなと思うので、

市長の感覚的なものでも結構ですので教えてください。 

 

（市長） 

 佐賀市でどういうふうな事業をするのか、取り入れるのかですね。そういったものは、

まだ出ておりません。職員をはじめとする色々な人の知恵等も出てまいって、そういった

ものを全体的に審議し、計画として作り上げていただく会議がございますので、そこにそ

の部分については委ねたいと思います。色々出てまいりますが、何でもありということで

あれば、何でも良いのかというかたちになってまいりますと、我々行政を預かる者として

は一時的なものでは駄目だと思います。やはり長いスパンで物事を考えておかなければ、

一時的な部分だけ捉えると将来的にそれが間違いになってしまいます。先ほども申しまし

たように、一回何か甘い味を味わうと、住民の感覚としてなかなか消えなくなってしまっ

て、それに慣れてしまうということにならないようにしなければならないと思っています。

国、地方、両方とも同じですが、借金がたくさんあると。これから先少子化で、地域ある

いは国を支えていかなければならない人たちが減るのは間違いないわけですから、その人

たちに要らぬ負担を与えないことを注意しておかなければならない。だから、長期的な視

野に立って、そして地域の特性を活かして、地域がそれなりに活性化をするというような

視点での地域創生というのを狙わなければならないんじゃないかなと思います。麻薬的な

ものを一時的に与えて、それが一年か二年しか持てないような事業は、十分チェックをす

べきじゃないかなと私は思っております。 

 

（記者） 

 ２０１５年度から合併算定が終了になりますけれども、その影響と対応についてお聞か

せ願いたいということと、それと財政の健全性をいかに担保していくか、その対応につい

てお願いします。 
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（市長） 

 私たちは今までどちらかというと、算定替から一本算定にされるということで、だいた

い４５億円から４７億円ぐらい交付税が減額されるだろうということを想定しながら後の

対応を考えてきました。完全に後の対応が煮詰まっていたわけではございませんが、片方

では大変なことになるので、その緩和をお願いしますということで、グループで国に対し

て要望をしてまいったところでございます。それが、７割ぐらいは何とか緩和しましょう

ということでございます。しかし、あと３割程度は減額されますので、厳しいことには間

違いありません。そのために、今まで私たちはいくらか基金というかたちで蓄えてはきま

したが、それもそんなに長くもてるものではございません。相対的に佐賀市がもつ財政力

を見ながら、事業等を圧縮していく必要があると思いますが、今この時点でどうこうする

というところまではいっておりません。だから、中にはそれだけ緩和されたら良かろう、

もっと積極的なことをやれ、というような意見も出てくることは違いないと思いますが、

元が１０割のところが７割ぐらいは何とかということでございますので、我々が完全に１

０割の部分を補填し、あるいは事業縮小の計画を詰めていたわけではございませんので、

まだまだ絞らなければならない部分は変わらないということで、これもまた色々状況を見

ながら対応をさせていただくことになると思います。 

 

（記者） 

 絞らなければいけないところは絞るという中で、今回投資的経費の中で、金額でいうと

バイオマス関連の１５億円というのは結構大きい金額かなと考えているんですけど、あえ

て新しい事業として取り組むことに対する市長の狙いというか、期待するものがあればお

願いします。 

 

（市長） 

 まだ事業の部分で、国の支援策が、私たちが期待するところまで１００パーセントいっ

てないのでどうなるか分かりませんが、事業費は１５億円近くなるわけですが、これをあ

えてやってでも、ということですが、これは先進的な事例、ケースということで、またあ

る意味では佐賀がバイオマス産業都市として指定をされた柱の大きな一つでもございます

ので是非おこなって、こういう事例がありますよと。そして、全国にそれが広がって、CO2

の削減にも繋がっていけば、地球環境、いわゆる環境問題からしてもかなりの効果が出て

くるのではないかという意味で、佐賀市はこれを取り組ませていただきたいと思っていま

す。他所では今度は水素とかですね、福岡市もやっていますが、あちこちでそういう部門

で事業を取り組まれていますが、佐賀市はこの CO2 と下水処理水を利用した部分での藻類

の大量培養というところで取り組ませていただくということです。そこから、雇用にも繋

がればというふうに考えております。今のところ工業団地は限られた面積しかございませ
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んし、そんなに右から左にどんどん企業誘致ができるような状況でもございませんので、

それはそれとして頑張りながら、新たな部分として、雇用を含んで事業の展開をさせてい

ただきたいと思っております。 

 

（記者） 

 関連なんですけども、CO2 の削減という社会的な意味合いと地域活性化とか経済的な効

果という今市長が仰った雇用の部分が一番大きいと見てらっしゃいますか。 

 

（市長） 

 地域では、その CO2 を利用して、地域の施設園芸ですね、農家の皆さん達が使うという

ことも当然視野に入るわけでございますが、当面、CO２を有効利用するということで、藻

類の大量培養の施設の初期の段階の部分に使わせていただこうかと。 

 

（記者） 

 今の培養のお話ですけれども、雇用があるということとか CO2 のことは分かりますが、

一体これが事業として成り立つのか、つまり投資する１５億円に対して、あと今後かかっ

てくるランニングコストに対して、十分な経済波及効果であるとか、事業のプラスとマイ

ナスがちゃんとプラスになるのか、そこらへんについて市長はいかが見られていますか。 

 

（市長） 

 その部分まで含んで、今、実証実験をやって、そして実用化が可能だということでやら

せていただいております。当然、補助事業等を利用しながらの先行投資でございますが、

CO2 の価格等を見て、維持管理関係についてはそんなに負担がかかるものではないという

ようなかたちでやらせていただくように考えております。 

 

（記者） 

 それに関連して、清掃工場に隣接する場所に新工業団地を予定されているということで

すが、どれくらいの規模の雇用を目指しているのかとか、今現時点でそういう数値的なも

のがあれば教えていただきたいのですが。 

 

（市長） 

 それは、ここの２番目の部分ですね。これは、あまり書いてもらったら困る部分もある

わけですが、国の担当部署がおかんむりになったら困りますので、そういう意味ではよろ

しくお願いしたいと思いますが。いずれにしてもやりたいという方向性を出していること

については間違いないということでございます。先ほどから出ていますように、将来的な

負担がないようなかたちで、民間の力を利用してやっていただくということで考えていま
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す。 

 

（記者） 

 藻類の培養、いわゆる CO2 を供給できるような企業に来ていただきたいというような思

いでいらっしゃるということでしょうか。 

 

（市長） 

 今回、２ヘクタール、上のほうで発生します CO2 を引き受けたいという設立会社、そこ

がまずメインになってくると思います。そこが希望しておられる土地、そこを大量培養施

設として実用化させたいと考えております。そこで生まれる雇用というのが私の頭の中に

は１５０人くらいあればなと思っていますが、実際はそんなに要らないかもわかりません

が、そこまでは担当部署としても事業計画の打ち合わせができていないと思います。 

 

（記者） 

 予算に関してはもう質問はないでしょうか。それでは市政一般の質問をお願いします。 

 

（記者） 

 リコー計器のあとに入居されたグラス・ワン・テクノロジーが、債務整理ということで

工場を譲渡するという話が出てきていますが、これについての市長の受け止めをお願いい

たします。 

 

（市長） 

 １年ほど前に、お助けマンではないけれども、ものすごく歓迎の意を表しました。ただ、

内容的に聞いて見ますと、会社の運営にかなりの自信をもっておられまして、期待をした

ところでございますが、途中から色々と事業計画が進まなかったということで、心配した

時期もございます。ただ、結果的にこういうかたちになって、非常に信頼感と申しますか、

企業に対する信頼感についてもっと慎重に考えなければならないかな、というふうにも思

います。ただ、あの時、あの時点で新しい分野での仕事でしたので、他の会社との比較等

も十分できなかった部分もあるわけでございますが、残念でなりません。特に残念でなら

ない理由の大きなものは、リコー計器で長年働いてこられて、そして退職を余儀なくされ

たという方々、かなり気持ち的にも落ち込んだ時に希望のあるかたちで名乗りをあげられ

ました。また、役所もそれに期待をしました。それが裏切られたかたちになったというこ

とで、２重の裏切りに感じられているのではなかろうかなということで、そういう方々の

気持ちを思うと、非常に何とも言えない気持ちでいます。ただやはり、こちらの方にお出

でいただきたいとお頼みしたのは間違いないことでございますので、ああいうかたちで撤

退されるというのは非常に残念なことであります。申し訳なかったと思います。 
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（記者） 

 オスプレイ関係ですが、新知事の山口さんは、この前の副大臣との面談の後に全体像が

見えないと、というお話と、その全体像が見えない限りは検討に入る段階でもないという

主旨の発言だったと思います。これまで市長は公害防止協定を含めて、慎重な姿勢だった

と思いますけれども、知事の発言について、改めて評価を伺いたいと思います。 

 

（市長） 

 私は今まで一貫して個々の具体的な話の内容には触れなかったと思っています。ただ、

内部的には対策会議を役所の中に設置し、御厨副市長をトップとして以下関係者の皆さん

で協議をしていただいております。もし県のほうから受け入れたいから覚書の見直しをお

願いするということが仮にあったとすれば、その時から調査を始めるというのでは時間が

かかり過ぎて時機を逸することになるからということで、片方では立ち上げているわけで

ございますが、私の頭の中には覚書で約束事、で止まっているわけです。だから当然、そ

ういう段階ですので先に入ることはしないわけでございますが、やはり次に入るとなれば、

全体像がどうなるのかというのは問われることになると思います。 

今、私のところに投書とか、いわゆる提言的なかたちで入ってくるメール、書類、手紙

には大きく３つ程あります。全面的に賛成という部類と、自衛隊は良いけれども米軍の部

隊は困る、どっちも駄目だという大きく３つぐらいに分かれます。そういう中で、自衛隊

は良いけれども米軍が関与しては困るという部分は、先ほど質問の中にも出てきましたよ

うに当然大きな要素として入ってきます。全体像がどうなのかと。防衛省から最初に言わ

れたのは、オスプレイ１７機と自衛隊の目達原の部分の移設と、もう一つが米海兵隊、こ

れのことも視野に入れているというようなことでしたので、米軍はどうなるんだというこ

とは当然私だって考えることであります。ただ、そのことを深く追求を私はしてないけれ

ども、知事がそういったことを追及されるのは、もっともなことだろうと私は思います。 

 

（記者） 

 ということは、知事が全体像が見えない中で判断できないというスタンスはご理解なさ

るという解釈でよろしいでしょうか。 

 

（市長） 

 全体像が見えない中で云々という、その結論の部分は私も分かりませんけれども、全体

像がどうなっているのですかというようなことは、当然聞かれると思います。私だって聞

くかもわかりません。ただ、私はその前の、自衛隊と共用できるのですか、ということを

見ているといいますか、まだ向こうには言っていませんが、議会答弁では自衛隊との共用

をどうするのですか、という部分がまだ決まってないですね、というようなことで止まっ
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ています。 

 

（記者） 

 関連してですが、副大臣が来られたときに知事がその発言をしたことで、まだほとんど

話を米軍としてないということを言われていました。要は、自衛隊による利用とセットで

オーケーをもらって、その後交渉を進めて、なし崩し的になってしまうのではないかとい

う懸念がある交渉の進め方をしようとしていたんじゃないかなというふうに受け取ったん

ですが、市長としてはそのへんはどのように受け取っていましたか。 

 

（市長） 

私も当初から「とりあえず」とか「まずは」とか、何かそういう言葉が出てきたから「ど

うなっているのですか？」という部分はあります。 

 「自衛隊だけなのですか？そうでないのですか？」ということです。ただ、そうでない

の部分は打ち消しではなくて米軍というのも当然一緒になって視野に入れて云々という、

訓練飛行を含めてそういう提案があっていますので、それは私の頭からも消えておりませ

ん。 

 ただ、何回も申すようでございますが、佐賀市の場合、あるいは私の考えの場合は「そ

こまでまだいってないよ」と。住民の皆さんと約束していることはどうなりますかと。「自

衛隊と共用はしない」というあの文言はどうなりますかと。市議会でもそのあたりは問題

にされましたが、県議会での決議の内容、そういったもの、あるいは今残っています覚書

が交わされた２０数年前の状況。そういったものからみて「約束事はどうなっていますか？」

と。佐賀市がいろいろな団体の人と、いろいろな地域の人と約束事をしている部分、時々

それが更新されたり、変更されることはありますが、一方的に変えるものではございませ

ん。そういった約束事の理念といいますか、中心になる部分はそんなに簡単に消えてない

ですよと、そういう私の経験からものを申していると。今回の部分について話をしていま

すよということですね。私たちがいつも、皆さんたちも一緒にそういう席に入ってこられ

た方はご存知かも分かりませんが、どれだけ地域の人たちから方向性を変えるときに、い

わゆる怒られるかというか、不満をぶつけられるかと。そういったものを我々は経験して

います。その経験に基づいて今回の部分はどうなのかという判断をしているということで

す。 

 

（記者） 

 関連してですが、山口知事は公害防止協定についても考えを尊重していくと。あったこ

とは尊重していくという風におっしゃっていますが、市と県で見解を今後あわせていった

りですとか、県に見解をただしていくという予定はあるのでしょうか？ 
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（市長） 

 こちらの方から見解をあわせていこうという申し出をする考え方は持っておりません。

向こう（県）の方から、相談があれば話は応じると。ただ、あったからといって、すぐ受

けるかどうかは分からないということですね。 

 

（記者） 

 話が前後して申し訳ないですけど、グラス・ワン・テクノロジーの件で、市長、佐賀市

が「ちょっと危ないかな」といいますか、「どうなっているのかな」と思われた時点での佐

賀市の対応と、「申し訳なかった」とおっしゃったのですが、リコー計器の退職者の方に対

する今後の対応の２点をお願いしたいと思います。 

 

（市長） 

 なかなか操業までつながっていかないというジレンマですね。そういったものを聞いて

大丈夫かなという気持ちがあったわけですが、情報をある程度こっちの方も仕入れるよう

に担当部署としては努力しておりましたが、こうなるとは考えていなかったと。 

 時期が少しずれるかなと、遅れるかなと、体制が固まるまで少し待たないといけないか

なと、そんな気持ちでいたと思います。ただ、具体的にそういう風になってしまいました

ので、あとはもう、いわゆる先ほど申しましたように、就職を希望されていた方たちです

ね。一回リコーの移転ということで放り出された方たちでございますので、やはり最大限

の就業斡旋といいますか、就職していただくようなお手伝いはしていかなければならない

と思います。 

 

（記者） 

 他に質問はないようです。マイクをお返しします。 

 

（秘書課長） 

 ありがとうございました。それでは以上をもちまして記者会見を終わらせていただきま

す。 


