
佐賀市議会定例会議案説明 

（平成２７年３月２日） 

 

本日、平成２７年３月定例会の開会に当たり、市政運営に取り

組む私の所信の一端を申し述べますとともに、提案いたしました

諸議案について、その概要を御説明申し上げ、議員並びに市民の

皆様の御理解と御協力を賜りたいと存じます。 

 

私はこれまで、「公平・公正」、「現場１００回」、「市民の

融和」を市政運営の基本とし、市民の皆様との対話を大切にしな

がら、市民の幸福感の向上を目指して佐賀市のまちづくりを進め

てまいりました。 

議員の皆様、そして市民の皆様の御理解を頂きながら、この９

年半の間にその成果を上げることができたものと考えております。 

 

さて、最近の日本経済は、昨年４月の消費税率引上げに伴う駆

け込み需要の反動による落ち込みはありましたが、内閣府の「月

例経済報告」によりますと、夏場以降、その影響は和らいできて

おります。先月の報告でも、わが国の経済の基調判断は、「緩や

かな回復基調が続いている。」とされております。 

 

県内におきましても、企業の収益改善に緩やかな回復の兆しが

感じられるようになってきておりますが、有効求人倍率は横ばい

を続け、本市では保育需要が増加し、生活保護受給者数が高水準

で推移するなど、依然として市民生活に対する不安は続いている

と言えます。 

 

このような中、政府は地方創生を政策の柱に掲げ、人口減少と

地域経済の縮小の克服に向けて国全体での取組を進めようとされ
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ております。 

 

これからは、地域の力が一層試される時代になり、本市におき

ましても、市民の皆様をはじめとして、産学官金労の関係者の知

恵や創意工夫を生かした地域づくりが求められることになります

ので、地域の実情に即した効果的な施策を打ち出していく必要が

ございます。 

 

さて、本年１月の県知事選挙におきまして、新しい知事が誕生

されました。知事は、「現場重視」、「対話重視」を信条とされ、

私も共感できる部分が多々ございます。新しい知事の下、これま

でと同様に県との連携を図り、互いに協力しながら佐賀県と佐賀

市が飛躍できるようまい進してまいりたいと考えております。 

 

また、平成２７年度から第２次佐賀市総合計画がスタートいた

します。この計画では、佐賀市の将来像を「豊かな自然とこども

の笑顔が輝くまち さが」と掲げております。 

この将来像は、本市の特長である「豊かな自然」と、次世代を

担う「こども」たちが生き生きとして輝き、子どもの周りの大人

も含め、市民の皆様の笑顔が広がっていくことを表したものでご

ざいます。 

さらに、まちの魅力を高めることにより、多くの方が集まる、

にぎわいのあるまちを創っていくという思いを込めております。 

 

「地域で暮らしている市民の皆様が安心して普通の生活ができ

る」ことを基本としながらも、第２次佐賀市総合計画に示した諸

施策を推進し、市民生活や企業活動を支えていくとともに、人口

減少問題の克服や地域経済の活性化を実現するために、真摯に取

り組んでまいります。 
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そこで、今後の市政運営の基本方向につきまして、平成２７年

度当初予算をはじめとした諸議案の御審議をお願いするに当たり、

平成２７年度において特に重点的に取り組む６点について、御説

明させていただきます。 

 

１点目は、「まちの活力向上と経済の活性化」でございます。 

 

これまで「４核構想」に基づく公共的施設の誘致などを進めて

まいりましたが、次の段階として、本市の玄関口であるＪＲ佐賀

駅周辺と中央大通りについて、地元関係者の皆様などと連携し、

佐賀駅周辺整備構想の策定に取り組むとともに、中央大通り再生

計画の具体化に着手してまいります。 

 

また、２０１６佐賀熱気球世界選手権の開催を契機に「バルー

ンのまち さが」を広くアピールするため、「バルーンミュージ

アム」の整備を進めるとともに、中心市街地において市民参加型

のプレイベントを開催いたします。本市の主要な観光資源である

バルーンを最大限に活用しながら、中心市街地の活性化にもつな

げてまいります。 

 

２点目は、「安心・安全なまちづくり」でございます。 

 

浸水軽減対策につきましては、現在、平野部の排水対策のため

に策定した「佐賀市排水対策基本計画」に基づき、排水ポンプの

設置などの事業を進めております。新年度は、城内のお堀が持つ

貯水機能を活かすためのゲートの設置や、石塚ポンプ場の整備に

着手するなど、効果的に市内の浸水軽減対策を進めてまいりたい

と考えております。 
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３点目は、「健康づくりと福祉の向上」でございます。 

 

福祉に対する多様化する市民ニーズに応えていくために、個人

だけでなく世帯単位で最適な保健福祉サービスを提案できるよう、

保健福祉総合システムの開発や職員の資質向上などにより、市民

の皆様の目線に立った分かりやすい窓口の実現を目指してまいり

ます。 

 

また、増加する生活困窮者等を支援するため、平成２５年度か

ら試行的に設置しておりました生活自立支援センターの本格運営

を始めます。 

これまでの相談支援等により、就職や進学に至った実績もござ

います。引き続き、訪問相談や就労支援、学習支援など本人の状

況に応じた総合的な支援を行うことで、経済的、社会的自立につ

なげてまいります。 

 

４点目は、「自然との共生と環境の保全」でございます。 

 

これまで本市が取り組んでまいりました、清掃工場でごみ処理

の際に発生する二酸化炭素を分離回収する実験や、下水浄化セン

ターで汚泥処理の際に発生する消化ガスを活用した発電などが評

価を頂き、本市は、昨年１１月に国のバイオマス産業都市に認定

されました。 

新年度は、二酸化炭素を分離回収する実用規模の装置を整備し、

取り出した二酸化炭素を藻類の培養に活用する取組を進めてまい

ります。 

 

さらに、バイオマス産業都市の推進として、清掃工場に隣接す
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る工業団地予定地について、バイオマス産業の関連施設用地とし

ての活用の可能性を調査・検討いたします。 

 

これらは、環境分野だけではなく、経済面においても新産業の

創出や新たな雇用をもたらす事業効果の大きい取組であると考え

ております。 

 

５点目は、「子育て・教育の充実と文化の創造」でございます。 

 

子どもは「社会の宝」であるとの思いの下、子育て世代が安心

して子どもを生み育てることができる環境整備として、就学前児

童に対する保育サービスの充実を図ります。 

特に、待機児童対策として、地域型保育などの新たな保育サー

ビスにより、待機児童ゼロに向けた取組に力を入れてまいります。 

 

また、発達障がい等により学校生活を送る上で支援を必要とす

る児童や生徒に対し、現在、小中学校に配置しております生活指

導員に加え、新たに特別支援学級の支援員を配置し、一人ひとり

の状況に応じたきめ細かな支援体制を強化いたします。 

 

６点目は、「市民協働による行政経営の推進」でございます。 

 

市民の皆様が主体となったまちづくりを推進するため、校区単

位での「まちづくり協議会」の設立を進めており、現時点では

２２校区で設立される予定でございます。 

引き続き、市内全３２校区での設立を目指し、本市としても各

地域の特色に応じた協議会活動を支援していくことで、地域コミ

ュニティの活性化に寄与してまいりたいと考えております。 
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また、本市の魅力を全国に向けて戦略的かつ効果的に発信し、

市のイメージアップを図るシティプロモーションの取組も強化い

たします。 

 

さらに、新年度は、平成１７年の市町村合併から１０年の節目

を迎えます。これまで、新市の一体感の醸成を念頭に置いて様々

な施策を展開し、特に観光や治水対策においては、合併効果を発

揮してまいりました。 

１０周年を迎えるに当たり、記念事業を実施し、これを契機と

して、地域の特性を活かしながら、一体感を持ったまちづくりを

進めてまいりたいと考えております。 

 

また、新年度の三重津海軍所跡の世界文化遺産登録と東よか干

潟のラムサール条約登録の実現が、２４万の佐賀市民にとって新

たな誇りとなり、更なる一体感につながっていくよう、大きな期

待を寄せているところでございます。 

 

以上、新年度の施政に対する私の所信を申し述べましたが、こ

のほかにも、様々な行政課題がございます。これらの課題に正面

から向き合い、本市の発展のために全力で取り組んでまいる所存

でありますので、議員並びに市民の皆様の御支援と御協力をお願

い申し上げます。 

 

＊                    ＊ 

 

それでは、平成２７年度の予算議案について御説明申し上げます。 

 

平成２７年度における国の地方財政への対応の基本的な考え方

といたしましては、地方が安定的に財政運営を行うことができる
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よう、地方交付税等の一般財源総額について、地方創生のための

財源等を上乗せして、平成２６年度の水準を相当程度上回る額を

確保することとされております。 

 

また、経済状況につきましては、先ほど述べましたように、経

済再生に向けた前向きな動きが続いている一方で、個人消費等に

弱さがみられ、特に、地方経済においては、景気回復の実感はい

まだ十分に浸透していないのが現状ではないかと考えております。 

 

このようなことから、健全な財政運営に配慮しつつ、限られた

財源を最大限に活用し、長期的な展望に立って、本市が未来に向

けて発展していくために必要な分野に積極的に取り組むとともに、

市民の皆様が幸せを実感できるまちづくりに重点を置いた予算編

成を講じたところであります。 

 

この結果、当初予算案の規模を、 

・一般会計 ９２４億円 

・特別会計 約３５４億円 

・企業会計 約２３３億円 

としております。 

 

第１号議案「一般会計予算」は、昨年度の当初予算と比べ、

２７億円、３．０％の増となります。 

 

まず、主な歳出についてでありますが、 

 

義務的経費であります人件費につきましては、退職予定者数の

増加等により、約３億円、２．１％の増となる約１４４億円を計

上しております。 

－ 7 － 



 

また、扶助費につきましては、子ども・子育て支援新制度の開

始や生活保護費等の伸びにより、約１４億円、６．８％の増とな

る約２２４億円を計上しております。 

 

また、投資的経費につきましては、本庁舎の増築事業や小中学

校の校舎建設事業等の大規模事業が集中していることから、約１

億円、１．０％の増となる約１３５億円を計上しております。 

 

次に、主な歳入についてでありますが、 

 

市税につきましては、各種景気対策の実施により法人市民税の

増収が見込まれる一方で、地価の下落の影響で固定資産税が減収

となるため、全体として約２億円、０．６％の減となる約２９２

億円を計上しております。 

 

その他の主な財源といたしましては、国・県支出金として約

２１２億円、地方交付税として１９３億円、市債として約１０１

億円を計上しております。 

 

なお、一般会計の細部並びに特別会計及び企業会計につきまし

ては、予算に関する説明書及び関係資料により御審議をお願いい

たします。 

 

＊                    ＊ 

 

次に、平成２６年度補正予算議案について、御説明申し上げます。 

 

第１０号議案「一般会計補正予算（第８号）」は、緊急な措置
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を要する事業の経費及び決算見込みによる補正措置などにより、

約１８億４，６００万円の減額を行っており、補正後の予算総額

は、約９２４億２，８００万円となっております。 

 

これらの財源といたしましては、市税、諸収入等で措置し、予

備費により収支の調整をいたしております。 

 

また、繰越明許費として、４９事業の追加及び１事業の変更を

措置いたしております。 

 

なお、一般会計の細部並びに特別会計及び企業会計につきまし

ては、予算に関する説明書及び関係資料により御審議をお願いい

たします。 

 

＊                    ＊ 

 

次に、平成２７年度当初予算に係る追加補正予算議案について、

御説明申し上げます。 

 

第４２号議案「一般会計補正予算（第１号）」は、消費税率引

上げによる影響の緩和を図るための国の予算措置に呼応した補正

措置により、約４億４，８００万円の増額を行っており、補正後

の予算総額は、約９２８億４，８００万円となっております。 

 

その内容といたしましては、「臨時福祉給付金支給事業」及び

「子育て世帯臨時特例給付金支給事業」として、消費税率８％へ

の引上げの影響を踏まえまして、低所得者や子育て世帯に対し、

一定の支給要件により臨時の給付金を給付するものであります。 
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これらの財源といたしましては、国庫支出金で措置いたしてお

ります。 

 

なお、一般会計の細部につきましては、予算に関する説明書及

び関係資料により御審議をお願いいたします。 

 

＊                    ＊ 

 

次に、平成２６年度追加補正予算議案について御説明申し上げ

ます。 

 

第４３号議案「一般会計補正予算（第９号）」は、国の「地方

への好循環拡大に向けた緊急経済対策」に伴う補正予算措置に呼

応した補正措置により、約６億５，２００万円の増額を行ってお

り、補正後の予算総額は、約９３０億８，０００万円となってお

ります。 

 

以下、補正予算の主な内容を御説明申し上げます。 

 

まず、プレミアム付商品券発行等支援事業でありますが、 

 

〇 この事業は、佐賀商工会議所、佐賀市北商工会及び佐賀市南

商工会が実施する、市内登録店で利用できるプレミアム付商品

券の発行事業等に対して、その事業費の一部について支援を行

うものであります。 

これにより、市内における消費需要を喚起し、市内商工業者

及び地域経済の活性化を促すものであります。 

 

次に、地方創生に向けた総合戦略を先行的に実施する事業であ
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りますが、 

 

○ まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定をはじめ、創業支援

や販路開拓、観光振興、定住促進、子育て支援など、２２事業

を実施するものであります。 

地方創生の取組を早急に進め、経済の活力と安定した雇用の

創出や市内への人の流れの創出、子どもを生み育てやすい環境

の創出を図ることにより、人口減少問題の克服や地域経済の好

循環の確立につなげていきたいと考えております。 

 

これらの財源といたしましては、地方交付税、国・県支出金及

び市債で措置し、予備費により収支の調整をいたしております。 

 

また、繰越明許費として、２８事業の追加及び１事業の変更を

措置いたしております。 

 

なお、一般会計の細部につきましては、予算に関する説明書及

び関係資料により御審議をお願いいたします。 

 

＊                    ＊ 

 

最後に、条例議案について、御説明申し上げます。 

 

第２２号議案「職員の退職手当に関する条例の一部を改正する

条例」は、国家公務員退職手当法が改正されたことに伴い、本市

においても国の改正に準じ、職員の退職手当を改正するものであ

ります。 

その内容といたしましては、平成２７年度から実施する給与制

度の総合的見直しの影響を勘案し、退職手当の調整額を引き上げ
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－ 12 － 

るものであります。 

 

第２３号議案「佐賀市消防団員の定員、任免、給与、服務等に

関する条例の一部を改正する条例」は、消防団への加入の促進を

図るため、消防団員の資格要件に佐賀市内へ通学する大学生や専

門学校生などを加えるものであります。 

 

第２８号議案「佐賀市立保育所条例の一部を改正する条例」及

び第２９号議案「佐賀市立幼稚園条例の一部を改正する条例」は、

子ども・子育て支援新制度が開始されることに伴い、佐賀市立の

保育所や幼稚園の保育料などについて定めるものであります。 

 

その他の議案につきましては、それぞれ議案の末尾に提案理由

を略記いたしておりますので、それにより御承知をしていただき

たいと思います。 

 

以上、よろしく御審議をお願い申し上げます。 


