
平成２７年１１月 佐賀市長記者会見 

 

平成２７年１１月定例会の議案について 

日時：平成 ２７年 １１月２０日（金）１１時００分～１１時３０分 

場所：佐賀市役所２階 庁議室 

出席：秀島市長、総務部長 

 

 

（秘書課長） 

みなさんおはようございます、定刻になりましたので、ただ今から１１月定例議会の議

案について、市長記者会見を始めさせていただきます。 

最初に資料の確認をお願いいたします。 

本日お配りした資料といたしまして、次第と、それから補正予算概要のパワーポイント

資料の２点を置いております。 

また、事前レクの際に配布した資料といたしまして案件一覧と補正予算（案）の概要の

２点をお配りしております、よろしいでしょうか。 

次にお願いでございますけれども本日の記者会見は、佐賀市のホームページでライブ配

信しておりますので、ご発言の際はマイクを使ってご発言ください。 

それでは秀島市長お願いいたします。 

 

（市長） 

それではおはようございます、よろしくお願いいたします。 

さっそく説明に入ります。 

もう皆さんたちに説明が事務方からあっているかも分かりませんが、再度確認をしたい

と思います。 

１１月議会では当初の送付案件として２８件ですね、予算案件が３件、条例が７件、そ

してその他として１８件、ここ（資料：平成２７年１１月定例会案件一覧）に書いてある

とおりであります。 

 

予算については、一般会計と国民健康保険とそれから国民健康保険の診療所の部分で、

特別会計でございますが、この３つでございます。 

あと条例案件はありますが、国の制度等が変わったものに付随して変える分ということ

で、ここで私が特段説明する部分は省かせていただきたいと思います。 

そのあとのその他の件、１８件ほとんどが、それぞれの施設の指定管理者等の指定につ

いての案件でございます。 

大まかな部分については、その程度にさせていただきまして、あと１１月議会に提案し



ます補正予算です、一般会計の部分について少し説明を加えさせていただきます。 

ここに書いていますように、今回は制度改正に伴うもの、また緊急を要する経費、そう

いう必要最小限度のものに止めています。 

その中からピックアップをいたしますと、主なものとして「バルーントイレの改築事業」

それから「清掃工場の灰溶融施設の休止関係の事業費」、それから「支所再編」、こういう

ものでございます。 

もう少し詳しく説明をいたしますと、予算の総額は補正額１７億４千万円程度で、補正

後の額が９６６億円ということです、これは佐賀市で始まって以来だと私は記憶していま

すが９５０億円を超えたということであります。 

前年対比でいきますと２．５％増というふうになっています。 

主な財源としては、ここに書いているとおりに、市税、国県支出金それからまた諸収入

等でございます。 

その中で、一般会計、先ほども触れましたが「支所の再編推進経費」として７千３百万

円程度計上しています。 

７つの支所を持っていますが、今度、最初の合併から１０年、あとの合併から８年して、

支所の事務の見直し等の、お願いをするということでだいたい煮詰まりましたので、そう

いった再編に向けましての準備をさせていただきますので、７千３百万円程度の補正で対

処をする予定でございます。 

続きまして、バルーンのトイレ（「バルーントイレ改築事業」）、バルーン（のトイレ）が

今、幾分修繕をした部分がありますが嘉瀬川の堤防沿いにありますバルーンのトイレこれ

は平成の６年に作られたもののようでございますが、この部分２階建て、今、縦型でバル

ーンの便所がありますが、今回これを改修すると、木造でありましたために、特に２階に

なっていますので、かなり傷みも酷うございますので、改修改築をするということであり

ます。 

２階に便所があるというのも、バルーンのかたち上は良かったわけですが、トイレとし

ての機能性ですね、一部問題がありますので、今回は平屋にして横型にもするということ

で、ここに出ていますようにイメージ図ですね、出ていますが、これでバルーンがイメー

ジできるのかどうかちょっと心配な部分もございますが・・・。 

こういうことを言ったら建築の皆さんから怒られるかも分かりませんね。 

今まで縦型だったのが横型にですね、立ち上がりの状態になるということで、当初は感

じが違うと言う方もおられるかも分かりません、こういう形で今考えているところであり

ます。 

中の機能性については、かなり充実したものになると思います。 

続きまして、一般会計その他の部分に入っていきますが、農水部門で、農業部分ですね

「機構集積協力金交付事業」、国の制度、確定をしましたのでその交付に対する経費９千５

百万円ですね、それから「森林整備加速化・林業再生事業」として５千８百万円、これは



新聞でも報道されましたように富士大和の森林組合の事業の過去の部分で会計検査院から

指摘をされるような実態がありました。 

私たち、市の責務の部分もあるのは事実であります。 

管理といいますか、そういった部分での責任を感じている部分がありますが、そのこと

について、返還の命令が出ていますので、それを市が返還をするという部分でございます。 

組合からの返還については、こちらの方として後日、事務的な処理をしなければなりませ

ん。 

それから、ラムサール関係（「ラムサール条約湿地賢明利用推進事業」）、まだ完全に全体

像ができあがっていません。 

全体像というのは、どういうビジターのための整備をするのかというのを考えていかなけ

ればなりませんが、とりあえず５百万円で双眼鏡等の設置をしたいということでございま

す。 

続きまして、大きなものとして「母子生活支援施設整備支援事業」の債務負担行為、３

億円程度でございます。 

あと、「子ども・子育て支援新制度関連事業」で国の基準等が確定をいたしましたので、

それに伴いまして１１億円を超える補正予算を計上しているところであります。 

あと、「星空学習館準備経費」とか８月の豪雨災害等の経費（「豪雨災害復旧経費」）を計

上しています。 

それともう一つ、これはいい部分での話しというふうに捉えていいと思いますが、「清掃

工場の灰溶融施設の休止関連事業」ですね、経費がかなりこちらの方でもかかっておりま

した。 

職員のいろんな考え方で、これを止めてそして他に回す方が良いということですね、セ

メント関係の部分で処理をしていただくと、こちらの方の施設を停止するそういうことを

することによって大幅な経費節減につながるということで採用をさせていただくことにい

たしました。 

その関連経費としての部分の収支の部分がここに出ています、収支予定の部分ですね。 

以上で私からの説明を終わります、不足する部分については、総務部長の方から補足説

明があるかも分かりません。 

 

（秘書課長） 

市長の説明が終わりましたので、これより質疑応答に入らせていただきます。 

質疑応答は、最初に議案質疑について、その後に市政一般についての質疑応答をお願い

いたします。 

それでは、この後の進行は、ＳＴＳの川野さんお願いいたします。 

 

（記者） 



サガテレビ川野と申します。よろしくお願いいたします。うちからは特にないんですが、

各社さん何か議案についての質問がありましたらよろしくお願いします。 

 

（記者） 

 朝日新聞の松川です。清掃工場灰溶融施設の休止についてですが、先ほど、これはいい

部分での話しと発言されていました。節約という経費節減という部分では効果があるかと

思いますが、実際に稼動して 13年目ですかね、13年前に作られた経緯というのが国からの

施策だったかと思いますけれども、そちらで作ったことに対してこれまでかなり自治体と

しては苦慮されていたかと思いますが、その辺についてのご見解をお願いいたします。 

 

（市長） 

 今でもですね、今でもというか、ごく最近では神埼地区でもこの処理の仕方を取り入れ

た部分もあります。それぞれの施設でそれぞれの考えでやっておられる部分、それからい

うと灰溶融施設というのはかなり進んだ分野の施設だろうと思います。 

ただ、佐賀市にそれを当てはめた場合はこれを止めてそしてセメントの方にまわして処

理をしていただいたく、運ぶという部分が出てきますが、それをした方が相対的な経費の

節減を考えた場合はうまくいくと、浮くということですね。特に電力関係で、そちらの方

に使った電力はまた他の部分で使うシステムをうちは持っていますので、そういう意味か

らするとトータル的な考えでやっています。 

灰溶融施設を止めるのが全ていいのかどうかというのはそれぞれの施設で考えることで

あって、私の場合はその方が特段にいいという結果になります。 

  

（記者） 

 それでは作られた当初に失敗したとか、無駄だったとか、そんなことはお考えになって

いないですか。 

 

（市長） 

 はい、あの時点ではですね、そこまでいってなかったしですね、そういう技術的なもの

をトータル的な技術もなかったということで、そして先ほど申しましたように最近でもそ

ういう処理の仕方というのはそれなりに評価をされています。だからそれが悪いとかなん

とかではなくて、もっといいものがあったというご理解をいただければいいと思いますが。 

 

（記者） 

佐賀新聞です、富士大和森林組合の補助金なんですけれども、組合の方も返還の意向は

示していると思うんですが、実際にじゃあ返還できるのかっていう収支状況かというと、

結構運営状況が厳しいみたいなんですが、最終的に返還される目処みたいなものが立って



いるのかどうかということと、最終的に市の税金で返還して終わりということになりはし

ないかという不安がありますが、そのあたりお願いします。 

 

（市長） 

 数字的なものは私の分で不足するようであれば担当部長の方からあとで補足はさせます

が、ご存知のように富士大和の森林組合は財政的に決して楽な状況ではないと。 

かなり厳しい状況であるというのはわれわれも知っています。 

そういう意味で一括返納ができるのかというのは非常に心配する部分もございます。 

そういう意味では債務の確認をさせていただきながら少し長めで返還するという手も考

えなければならないと思います。 

そういう部分の細部については森林組合の能力等も加味しながら協議をさせていただく

というふうに考えています。 

ただ、森林組合の持つ意味といいますかね、今まで非常に厳しい環境というか、事業環

境に置かれていた森林・林業ですね、こういった部分のまとめ役というんですか、その要

として頑張ってこられた経緯・実績というのを我々は考えなければならない。 

それは地球環境、あるいは有明海への栄養源を流す源になっているという広い意味で、

多面的な機能を考えた場合はある程度支えていかなければならない。 

そういう支えの部分と返還の義務の部分の兼ね合いを充分考えていかなければならない。 

ただ、あくまでもうちに返還してもらうという、向こうさんにとっての責務はあります

んで、その責任を全うするための条件がどのような内容になるのか、どれぐらいの期間に

なるのかそういったものはやっぱりもう少し協議をさせていただきたいと思います。 

 

（記者） 

 分割返還も視野に入っているということですか？ 

 

（市長） 

 一括返納が無理であれば分割も私はやむを得ないと思っています。 

 

（記者） 

 他にありますでしょうか？・・・では続いて市政一般についての質問がありましたら各

社さんお願いします。 

 

（記者） 

ＮＨＫの阿部と申します。 

オスプレイに関してなんですけれども、一部報道でもあるように、数日前に総務部長が

九州防衛局を訪れて現地視察の関連で回答を、海苔の時期が終わるまで、だいたい来年の



春ぐらいまで延びるという話がありますけれども、これに関しては事実であれば内容もそ

うなんですが、その辺についてのお考えとかも含めて教えていただきたい。 

 

（市長） 

 11月 9日に向こうの方から要請がありました。 

その時に、回答については後日させていただきますということで記者の皆さんたちにも

その旨、後の会見で述べた所でございますが、昨日おととい、18 日の日に福岡市の九州防

衛局の方に総務部長ほか担当に回答をということで行ってもらいました。 

回答内容については一括して皆さんに、向こうで伝えたことを出しましょうか、文書で、

その主旨を言いたいと思いますが、私が行ってしゃべった訳でもございませんので、こう

いう主旨で言ってくださいと言ったのは、私たちが 11月 9日防衛省の整備計画局長の訪問

を受けた訳ですが、その時にお答えしたこと、またその整備計画局長の皆さんたちが私た

ちだけでなくて漁協の方にも夕方行かれているというふうに聞いています。   

それでどういうお答えをされたのか直接は聞いていないですが、新聞各社の報道により

ますと、まあ表現は色々違いましたが、佐賀弁で言わしていただくと「ノリで忙しゅうし

て堪らんとこれ そがんだんじゃなかばい」とですね。この「そがんだんじゃなか」とい

う言葉がぴったりだと私は思ったんですが、そういう答えだったと。 

そういうお答えをされている中で特にのり、赤ぐされ病が段々厳しくなってきています。 

今日の情報なんかではかなり厳しい状況になっている、そんな段階に私たちがその是非

について判断をし、回答をするということは非常に困難だ、そういう立場で保留にさせて

くださいということでお答えをしたところであります。 

 

（総務部長） 

私が話した内容をまとめておりますのでそれを後でお配りしますけど、春とかそういう

時期を明示したつもりはございません。時期を言ったことはないです、防衛局の方では。 

 

 

（市長） 

いわゆる正式な回答といいますか、次の回答に触れた部分でのことですね。 

 

（記者） 

要するにいつということは言わずに、今は保留というようなことを言ったということで

すか？ 

 

（総務部長） 

一応、漁業協同組合等の地権者のある程度の判断等がでるまでは、佐賀市も保留させて



いただきたいということを言っています。 

 

（記者） 

目安として海苔が終わるとか、そういう話は全くないということですか？ 

 

（総務部長） 

「とにかく今は忙しい。最繁忙期」というのが、後の雑談の方でありました。一応回答

はきちっと回答として言いまして、「この時期は大変忙しい時期だから」というのは後の雑

談の中では触れております。 

 

（記者） 

向こう側の反応はどういったものでしたか？ 

 

（総務部長） 

感想を言っていいのかどうかは分かりませんが、一応「防衛省の方に伝えます」という

回答をいただいています。 

 

（記者） 

読売新聞の甲斐といいます。今の質問に関連してなんですけれども、漁協の判断を重要

視して判断するという風な理解でよろしいでしょうか？ 

 

（市長） 

漁協の判断を重要視する、そういうのは当然私の頭の中にはありますが、漁協がまだ判

断をする時期にあるのかどうかということで、先ほど申しましたように、「この忙しかとこ

れ、そがんだんじゃないよ、我々は」というような海苔の一番大事なときに集中をされて

いる時に、違うことで問題提起があっていることです。 

だからそっちの方に集中できないと言いますか、提案された案件について集中できない

ような状況の中で我々が先に云々するというのはできないと、そういう立場で答えたとい

うことです。 

だから、それ以上もそれ以下もございません。 

 

（記者） 

現地調査を巡って、知事は「異論は差し挟まない」と容認の姿勢を見せていて、漁協の

方は確かに先ほどのように「忙しい時に」ということで、漁期が終わるまでは協議できな

いという姿勢を示していて、今回それを受けて「回答保留」という姿勢で３者の立場が違

っているのですが、秀島市長の認識としては、県と市と漁協の容認、認めるという姿勢が



なければやっぱり事前調査はすべきではないという認識でしょうか？ 

 

（市長） 

最終的にどういう風な形になるのか分からんけれども、「今はそういう時期ではない」と

いうことですね。それが「そがんだんじゃなかばんた！」ということですね。 

 

（記者） 

３者がちゃんと「現地調査をしていいですよ」と認めない限りは、防衛省は調査をすべ

きではないというご理解でしょうか？ 

 

（市長） 

「すべきではないとか、すべきである」とかそういう判断を私はあんまりしたくないの

ですが、やはり真摯に対応するならば、そういう部分については当然尊重されるべき事項

だと私は思います。 

 

（記者） 

朝日新聞の松川です。今最後に仰った「真摯に対応するのであれば」というのは防衛省

が現地調査を行ったことが、将来像を明確にするとかそういう意味で必要だと山口知事は

仰ってましたけど、市長もそのようなお立場ということですか？ 

 

（市長） 

全体像をあらわすのに現地調査、目視もしくは写真とかそういう部分はあったんですが、

その意味は私は分かりません。 

その部分についてですね。それで知事が言われたような疑問の部分が明らかにされるの

かどうか、その部分についての効能・効果・目的については私は分かりません。 

ただ知事はそれを必要だとお認めになったようにしか私は受け止めておりません。 

 

（記者） 

市長ご自身のご判断として、漁民に全てボールが投げられてしまっているような感じが

するのですが、市として調査は必要だ、必要でないというと、どちらになるのでしょうか？ 

 

（市長） 

先ほど申しましたように、その必要性というのがまだ良くわからないということです。 

ただ向こうは必要だということで調査をさせてくださいということでありますから、そ

れが私の方から必要ないとかいえるそういう立場に私はないということですね。 

 



（記者） 

西日本新聞の大坪といいます。 

ちょっと繰り返しになりますが、先ほど市長が「漁協の判断は尊重されるべき」と仰っ

たと思うのですが、つまりそれは「漁協が一定の調査に対しての判断を示した上で佐賀市

としてその後に判断を示す」ということも考えているということでしょうか？ 

 

（市長） 

前段ににですね、前段の部分を今日は言っていませんが、私がいつも言うように漁協と

県との間に「自衛隊との共用はありえない」という覚書の付属資料があるわけですね。 

それを私は「まだ頭の中から離れていませんよ」と、そのことの中に「共用しない」と

いう部分がある。 

その当事者というのは漁協と県と、その当時の首長さんが覚書と協定の中には立会人と

して出ているんですね、協定の中に立会人だったですかね、元のところに立会人としてあ

るということでありますので、当然当事者という立場からすると、やっぱり重きを置くと

いうことは当然の理だと思います。 

 

（記者） 

そちらの意見がある程度明確になった上で市として判断するということでよろしいです

か？ 

 

（市長） 

あのですね、非常に言い回しの部分で私が言葉を慎重に選んでいるようにも見えると思

いますが、それぐらいに大事な部分だと思います。 

そういう先の部分まで私が今の時点で明らかにする部分じゃないと。 

今の時点で保留というような形で九州防衛局の方にお伺いしたのは、いわゆる時期的な

ものですね、「そういうだんじゃなか」というふうに各社が報道された記事を総括しますと

そういうふうに取りましたので、それぐらいに今漁協、漁家の皆さんたちは病気対策とか

あるいは片方では海苔摘みの真っ最中ですからね、そういう部分での時期的なものの重み

を感じました。 

 

（記者） 

関連なのですが、そうしましたら海苔が終わった後になるのか分かりませんが、関係者

と協議をしたりとかが今後あり得るということですか？ 

 

（市長） 

あるかないか、そこははっきり私も今決めているわけではございません。そういったも



のは当然いろんなものを判断する時の一つの参考になるのは事実でしょうね。 

 

（記者） 

結局、今回の回答を保留された時期的なもの、覚書が整理されないと現地調査に入れな

いということでさっき前段の部分でお話になったのですか？ 

 

（総務部長） 

内容は後ほどお伝えしますけど、基本的には目視調査は中まで入りたいと防衛局の方は

言っていると思うので、地権者さんと漁協とは一緒、ほぼイコールと考えておりますので、

漁協にご挨拶に行かれたんじゃないかと思っています。 

実際、中まで入られるのであれば当然地権者の立ち入りの許可等もありますので、その

辺のご判断がどうなるのかは、ある程度確認しないことには、私どもがＯＫとかいう話で

はないんじゃないかということでございます。 

 

（記者） 

他各社さんなかったでしょうか？では質疑応答を終了します。 

 

（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市長記者会見を終わらせていただ

きます。 

 

 


