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平成２８年２月 市長記者会見 

 

 

 

平成２８年２月定例会の議案について 

日時：平成２８年２月２２日（月）１３時３０分～１４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 

 

 

■司会（秘書課長） 

皆さんこんにちは。定刻になりましたので、ただ今から、市議会２月定例会の議案につ

いて市長記者会見をさせていただきます。最初にお配りしております資料の確認をお願い

いたします。 

まず、本日の次第と、それからパワーポイントの資料であります「平成２８年度当初予

算（案）の概要」、それから同じくパワーポイント資料の「平成２７年度２月補正予算（案）

の概要」の３点を今日お配りしております。 

 それから先日の事前レクで配布しました資料が、議案案件の一覧と当初予算（案）の概

要、当初予算資料、それと２月補正予算の概要、その４点となっております。 

 それから本日は条例議案関係、それから当初予算、補正予算について市長から通して説

明いたしまして、その後質疑応答を行います。 

 次にお願いでございます。通常、市長記者会見はライブ配信をしておりますけれども、

本日は回線の具合が悪くありまして、ライブ配信は行いません。ただ、録画をいたしまし

て後日配信をいたしますので、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。 

 

■市長概要説明 

（市長） 

皆さんこんにちは。ご苦労さんです。ちょっと心配ですね。ライブ配信ができないとい

うのは。こっちの都合で・・？ 

 

【平成２８年２月議会案件について】 

 

 それではいつものように、２８年２月の定例議会に出します案件の総括の部分から入り

ます。この部分ですね。当初送付案件は４７件ということで、議案が４３件、報告が４件

になっています。 
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 第１号から１７号まで予算関係でございますが、平成２８年度の当初予算関係、それか

ら補正予算関係、補正予算関係は先議をしていただくようになっています。 

あと、議案として続きますが、この中で私の方から説明させていただく分は第２０号議

案ですね、バルーンミュージアムの条例。これは今年１０月の初旬にオープンを予定して

いますミュージアムですが、これに必要な部分の条例を制定させていただくものでありま

す。 

同じく２２番が消費生活センター設置条例。消費生活の行政につきましてはこれまでも

佐賀市は重点的に取り組んで参りました。今回は条例を設置してセンターで運営をすると

いうようなことで、考えていますので条例（案）を提出するものでございます。 

それから、続きまして、一枚飛びまして３４号議案の保険年金課の管轄する部分でござ

います。国民健康保険税条例の一部を改正する条例。佐賀市の国保もかなりきつくなって

参りまして、２５・２６の決算が赤字で累積赤字が１３億というようになっております。

これがまた２７・２８・２９そういったものをそのまましときますと２４億円程度の累積

赤字が生じるということで、今回改正をさせていただくと。平均４．４３％。ひとり５，

２５１円ほど上げさせていただかなければ運営ができないというふうになっておりますの

で、今回提案をさせていただいているところであります。 

 

【平成２８年度当初予算（案）について】 

 

それでは、あと平成２８年度当初予算の概要について説明させていただきます。 

こちらの方に入れておりますが、まず１ページですね。 

一般会計は９４８億円ということで、去年に比べますと２４億円２．６％の伸びとなっ

ております。 

あと、自動車運送事業関係がＩＣカードの導入に絡みまして数字が伸びています。それ

からまた、富士大和温泉病院も、電子カルテ等の整備等を図るということで、数字が伸び

ているところでございます。 

それでは一般会計で詳細入ってまいりますが、トータルですね歳入のトータルはこうい

うふうに入れております。 

市税は法人税等の減等も予測されますので、前年に比べて０．９％の伸びにとどまって

おります。 

あと、国・県支出金が１３％ほど伸びています。年金者の臨時福祉給付金ですか、そう

いったものの支給関係での伸びが顕著になっております。 

それから、地方交付税は０．３％の減。それから市債についても０．２％減。そういう

ふうなところで予算編成をさせていただいております。 

続きまして、これを平成１９年からずっと横に系列的に並べてみますとこういう数字に

なって、国・県支出金の伸びは目立つということであります。市債については一回ぐっと
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伸びていますが、ほぼ横ばい状態ということであります。 

続いて歳出でございます。総額は同じく９４８億円でございますが、目立つのが右側の

円グラフですね。扶助費。これが伸びておりまして８％ほど伸びたところで予算編成をさ

せていただいております。 

人件費が７％ぐらい、これは前年度との関係でございますが減。それから投資的経費も

残念ながらこれも抑えざるを得なくて３．１％の減ですね。繰出金は１．２％の減という

ふうになって、公債費も減で、補助費等についても減ということで総体的に減がある中で

扶助費が伸びていると。そのような佐賀市の当初予算の歳出予算の構成になっております。 

これを平成１９年から経年的にグラフでとってみますと、こういう形になると。先ほど

から言っておりますように扶助費のみが、ぐっと伸びているというのは、言えると思いま

す。やっぱり社会保障費として、結構構成比率が高くなってきているという部分です。 

心配になるのが、借金ばかりしているんじゃなかろうかという心配もされるわけでござ

いますが、市債の残高をグラフで捉えてみますと、こういう形になります。本当は９００

億円ぐらいのところで抑えときたかったんですが、名目の市債残高は、当初予算段階では

９４２億円が見込まれるということであります。 

ただ、内容を見てみますと、臨時財政対策債、それからまた合併特例債等ですね、どち

らかというと有利な起債の部分の構成比率が高くなってきていますので、実質市債残高と

いうのは赤の線ですね、この程度ということで、さほどここ数年変わらないような状況に

なっているのではなかろうかと思っています。できるだけ安定的な財政運営をしたいと。

堅い部分で行きたいということですが、最近のように学校関係での耐震を含めた事業費の

投入、それからまた本庁舎の増改築等ですね。そういった部分での経費が伸びております

のでやむを得ない部分がここで数値的には表われていると思います。 

続きまして、基金残高ですね。基金残高は平成１９年に比べますとかなり伸びておりま

す。少しずつ蓄えさせていただくと、これから先交付税がかなり厳しい時代にもう入って

おりますが、続きますのでこういった部分でストックをさせていただくという数字になっ

ています。若干減りかかって参りました。以上でございます。 

 

それでは、平成２８年度の各分野の予算付けをどのようにしているのかということでご

ざいます。 

今、それぞれの自治体で、今、まち・ひと・しごと創生の総合戦略ということで計画を

作っておられると思います。佐賀市でも戦略を作りまして、４つの柱を重点目標として出

しております。 

 

その第１点が「経済の活力と安定した雇用の創出」。以下ここに書いてあるとおりでござ

います。これに沿って予算、事業の選択をさせていただいております。具体的にそれでは

入らせていただきます。 
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まず、第１番目の「経済の活力と安定した雇用の創出」という柱の中で、雇用創出のた

めのどんなものを考えているかと申しますと、まず第１点目は、新しい工業団地を求める

ということですね。その調査経費を計上しております。今になってですね、遅いんじゃな

かろうかという部分もありますが、昨年末から今年にかけて久保泉の第２工業団地、残っ

ていた部分がとんとんとんとですね、大体話がつきまして、もう残地がゼロというような

状況でございます。 

そういう中で新しい工業団地を見つけていくという苦労もしなければなりませんが、そ

の部分の適地調査を行うための経費をここに３５０万ほど組ませていただいています。 

これは、あくまでも工業団地ということでございますが、また、雇用を伸ばすためには

市内に、事務的な雇用を伸ばすということでオフィススペースの創出を考えた事業、これ

が１，８９０万、１，９００万程度予算を計上しております。アイ・スクエアビルの４階

フロアを改修するという部分でございます。 

それからひとつ佐賀市が特徴的に言えることでございますが、バイオマス関係ですね。

この部分での雇用を伸ばしていくと。すでにバイオ関係ではごみの処理施設の西側にアル

ビータさんという会社が進出してきていただいて今、２ヘクタールの土地に施設を整備さ

れておりますが、その後の期待として佐賀市が工業団地として予定していた大和地区の部

分について、藻類の培養施設を作っていただくというような計画がございますが、そちら

の部分との絡みで２，９００万ほどの予算を計上させていただいております。 

できればこの一角に産・官・学等ですね研究機関を設けましてこれから先のバイオマス

産業の拡大につなげたいということを考えています。大学も筑波大学、それから地元の佐

賀大学、それから関係する高校等、あるいは施設関係の知恵等も借りながらやらせていた

だきたいというふうに考えているところであります。 

 続きまして同じ「雇用の創出」のところでございますが、これはもう今年の大きな目玉

でありますが熱気球の世界選手権。これに４億４，５００万ほどの予算を計上させていた

だいております。 

それから、関連といったら語弊がありますが、長年の願いでありましたバルーンミュー

ジアム。この建設を今やっておりますが、この関係の経費が６億７，６００万ということ

です。 

それから、昨年東よかの干潟と三重津の海軍所跡、これがそれぞれラムサール条約の部

分とか、あるいは世界遺産登録といった嬉しいニュースがありますが、その部分について

の訪れるお客さんたちをもてなすための経費等を計上しなければなりませんが、とりあえ

ず顔を出したのが１，９６０万と。具体的には特に三重津の海軍所跡なんかはですね、専

門者の意見等も聞きながら、あるいは地元の意見等を聞きながら、随時今後顔を出してい

くということになります。 

それから雇用の３つめの柱「農林水産関係」ですね。大体、今までやってきたことを引
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き続きやっていく訳ですが、ちょっと珍しいところでは一番下の部分、「ニューファーマー

総合支援事業」ということで、新しく農業に従事する人たちの土地を確保する、研修をす

るといった経費でございます。予算的には１１０万と少ない訳ですが、こういった部分が

目新しい部分として佐賀市でもお目見えでございます。 

 

それでは、２番目の柱であります「市内への人の流れの創出」のところでございます。

これも昨年から取りかかっている部分でありますが、まず「定住促進事業」として福岡近

くまでは佐賀に住んで佐賀から通えますよと、就職しても佐賀から勤務ができますと。そ

の部分での支援策として特急定期券とかあるいは高速バスの通勤定期券への一部助成。そ

れからまた住宅取得については、ここに書いている部分でございますが、今年このピンク

色の部分の拡充した部分であります。親と同居の部分で２０万円加算とかですね。下の方

で行きますと、中古物件ではまた同じような条件で１０万加算というそういう制度の充実

を図ったところでございます。 

 

続きまして「子どもを産み育てやすい環境の創出」のところでは、まず不妊治療の助成

事業。国も重点的に力を入れているようでございますが、佐賀市は上積みとしてピンクの

部分ですね、拡充策を提案しているところでございます。 

それから下の「子育て環境の充実」の部分では、これは待機児童を解消するために保育

所等施設整備をお願いする訳でございますが、一定のタイムリミットも国の施策として考

えられていますので、そういった部分で駆け込み的な要素もありまして特に来年度の部分

については増えているわけでございますが、８億を超える予算を予定いたしました。 

それから「子どもを産み育てやすい環境の創出」ということで、佐賀市は特に障がい者

その中でも発達障がい者へ厚い支援を送っているつもりでございます。 

その発達障がい者の支援事業として１，２００万円、一番上ですね。それから２番目に

発達障がい者の皆さんにＩＣＴ、非常に馴染みやすいということでございますのでそうい

ったものを受け入れましてタブレット関係で５００万ですね。 

バルーンミュージアムとの関係もございますが、あの建物で青少年センターを移転する

予定にいたしておりますので、２億６千万ですね。これを継続事業として考えております。 

それから「子どもを産み育てやすい環境の創出」の最後になりますが、休日夜間こども

診療所の移転を予定しております。 

今消防局の東側に作っておりますが、これを県立病院の跡地に移転をして、作るという

ことでございます。 

充実させるという分でございますが、そういった部分の設計費、それからまた県立病院

の跡地利用については、県医師会あるいは市医師会等が利用計画を立てていただいており

ますが、それにあわせた道路等環境整備をいたしますので、その部分についての予算を１

億程度お願いしています。 
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それから４本目の柱でありますが、利便性が高く、持続可能な地域社会の創出の項目の

ところでは、まず都市機能の向上というところで、空き家もございますが、重点的に考え

ていますのは、浸水軽減対策事業。佐賀は雨、大雨と闘って毎年危機にさらされたり、対

応を迫られているわけでございますが、ここに１１億余の予算をつぎ込ませていただいて

おります。できることからやると。 

これを詳しく抜き出してあるようですが、残念ながら私のところには（資料が）届いて

ないようですね。 

まあ、何よりも大雨の降らないのが一番良いわけでございますが、最近の気象状況見ま

すと、安心はできないということですね。 

精一杯やらせていただきたいと思います。 

それから利便性が高く、「持続可能な地域社会の創出」の最後の部分でございますが、こ

れは特徴的に言えると思いますが、地域コミュニティーの推進事業。 

合併をいたしましたそれぞれの地域も一緒でございますが、小学校単位で、今地域のコ

ミュニティー作りで頑張っていただいておりますが、役所からあれこれ指示をするんじゃ

なくて地域の人たちの力をお借りしながら、地域が歴史的に持っておられる文化、そうい

った部分、芸術・芸能そういったものを尊重しながら地域の宝を磨いてもらうと。 

そういう風なことでさせていただいておりますが、かなり出来てまいりました。 

まだまだ全校区ではございませんが、そちらの方に活動費として差し上げる分が５，５

００万円程度ですね。 

それから少し変わったところではその下、福祉協力員等設置推進事業として福祉協力員

を配置しますと。従来の民生委員とは違った立場でございますが、民生委員さんが１人で

地域をカバーしていただくというのは非常に困難な部分もございますので、そういった民

生委員さんをある意味ではサポートしながら地域で頑張っていただく、そういう協力員制

度を設けます。 

予算的には３００万弱の予算でございますが、そういう予算が目新しいところとして出

ているところであります。 

以上が２８年度の当初予算に対する説明でございます。 

あと不足する部分等については、先ほどの条例も含めまして、それからまた申し上げま

す補正予算も含めまして総務部長が補足をすると思います。 

 

【平成２７年２月補正予算（案）ついて】 

 

それでは２７年度の補正予算最後の部分を申します。 

資料でいきますと、国の方が緊急対策事業として補正予算大型の部分を組みました。そ

れに伴うものがほとんどでございますが、佐賀市の部分、トータルで増やしたり、また減
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らしたりする分ございますが、トータルで５，３００万円の補正で、補正後の予算総額は

９６６億を越えるということでこれも最高の予算額になります。 

そういう中で国の補正予算に伴うものが、１９億５千万円近くございます。 

その部分については、本来２８年度の当初予算に組み込む予定をしていたものを前倒し

でするという部分が結構ございますので、先ほどの話のついででございますが、２８年度

の当初予算、当初では投資的経費が若干低くなっておりましたが、こちらの方に回ってい

るということですね。そういった部分を加味して評価していただければと思っております。 

ここでの説明は、その程度にさせていただきたいと思います。 

後、私がおおざっぱに流してきましたので、補足して総務部長の方からお願いします。 

 

（総務部長） 

 補足はございませんけど、当初予算の１６ページ、ページがちょっと飛びましたのであ

れなんですけど、交通系ＩＣカードシステム導入支援事業ということで市営バスにＩＣカ

ードをして、西鉄とか JR と互換性を持つようなＩＣカード導入を来年度の当初予算に６，

４００万円上げまして、ちょっと時間はかかるんですけど、ある程度の時期に導入したい

ということを考えています。 

それと次のページ、最後のページの１８ページなんですけれども、一番最後に窓口機能

向上推進事業ということで、1階の工事を今年の１０月秋くらいから１階の改造を始めます。 

来年の１０月位に竣工予定なんですけど、今福祉のシステムとかいろいろシステムを今改

造したんですけども、今度そのシステムにあって職員が動きやすいように、またレイアウ

トを、いろんなふうに、体制が変わった時にレイアウトを変えやすいようなユニバーサル

プランを 1 階全フロアに導入したいと。この予算を４，７００万計上させていただいてい

ます。 

以上で補足は終わります。 

 

（秘書課長） 

 はい、それでは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。

ただ今説明がありました議案についての質問を先にその後に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。 

それではこの後の進行は幹事社であります毎日新聞の生野様にお願いします。 

 

■質疑応答 

 

（記者）  

お疲れ様です。幹事社の毎日新聞の生野と申します。幹事社の方からまず数点お伺いし

たいんですけれど、今回の予算の説明、事業の説明ありましたけども、今総額９４８億円
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という予算に関してどのような予算というか、一言で表すならどんなところに重点を置い

たっていうところもあわせて、どのような予算だという風に総括されていますでしょう

か？ 

 

（市長） 

 私の３期目の任期も半ばを過ぎるということで、いわゆる選挙の時にお約束したこと等

を進捗状況を見ながらある程度こう仕上げていくそういう予算ではないかなと。 

いわゆる実らせるといいますか、熟させるというような部分を加味したといいますか、中

心課題に考えた予算だというふうに考えています。 

 

（記者）  

そういう意味では今までやってきたことの総決算的な意味合いもあるという？ 

 

（市長）  

まだ総決算とまではいえないと思いますが、それに近づけるための予算を組ませていた

だいたと。 

 

（記者） 

 もう一点だけすみません。先ほど総務部長の方から追加でありましたけども、市営バス

のＩＣカード導入推進事業が始まるということで、具体的にはまだ稼動はまだ先だと思う

んですけども、いわゆる佐賀は空白県という言い方もされていましたけど、これを導入す

ることによってどういったことを市民あるいは県外の方々にどういう利便性をもたらした

いとかそういったところの思いを市長としての思いをお願いします。 

 

（市長） 

 人口減社会で地域は高齢化が進むという中で、高齢者の皆さんたちが健康で長生きして

いただくとなると、やっぱり外での活躍・活動といいますか、外へ出て行くということも

かなり大事ではないかなと。 

そういう時に必要なのがやっぱり公的な交通機関だとその部分をいかに確保するかとい

うことでございます。 

幹線的なものでの移動手段の確保、それからまた地域での移動手段のこまめな確保とい

うのが、両方大事になってくると思います。それぞれの自治体、それぞれの立場で検討さ

れていますが、同じような悩みで今しています。 

同じ佐賀市にあっても中山間地、あるいはいわゆる平野の平野部で旧町部ですね。 

そういったところについては、非常にバスの便等も不便な部分もございますが、そういっ

た部分では大きな課題として、どう高齢者の移動手段を確保するのかというのが課題にな
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るわけでございます。それでいろいろ検討する中でメインになっています、この幹線的な

部分での公共交通機関の維持を考えた場合に、やっぱり便利さというのも大事ではないか

なと思います。 

初期投資、少々お金はかかりますが、やっぱり便利であるから若い人たちも乗ってもら

うと。 

そういうふうな働きかけも必要だと思います。そういう中で以前からこのことについて

はやりたいなと思っていましたが、やっぱりここら辺でやって、そして余計そういう部分

でのバス利用者が増えて、そしてバスの運行回数等を、また違う意味で増やさせていただ

く、あるいは路線等にそれをつなげさせていただく、そういう風なことで、今回あげさせ

ていただいたところでございます。 

 

（記者） 

 ありがとうございました。幹事社からは以上です。各社さんお願いします。 

 

（記者） 

 まず議案の部分なんですけれども、バルーンミュージアムで入場料に関する決定という

か案がでています。額としてはそんなに安くはないかなと思うんですけれども、そこらへ

んどういう基準で設けられたのか教えてください。 

 

（市長） 

 観覧料ですが、まあ安くはないと。高いというイメージが入っているのかそこらへんが

微妙なところだと思います。我々も議論しました。どれぐらいがいいのかと。５００円は

ちょっと佐賀でやっては高いかなという気持ちもあったわけでございます。 

ただ、そういった部分はある訳ですが、維持管理費関係のものもございまして、よそか

らおいでのお客さんを考えた場合、まあ我々がよそに行ってそういう館といいますか、施

設に入った場合にはまあ５００円くらい払うということは結構あるなと。そういう風な感

じで考えたところであります。 

まあ内容と観覧料がうまく価値あるものにとられるのかどうかはまだ別の問題でござい

ますが、そういうふうにさせていただいて５００円でもよかろうと。ただ、子どもたち、

よそから来る子どもたちもおられると思いますが、子どもたちについての負担は極力抑え

ようということでぐっと下げさせていただいたと。そういうふうなものでございます。県

内のほかの施設で見ると特に佐賀城本丸歴史館等が、寄付的なものでしのいでおりますの

で、それからしますと高く感じる人たちはおられるかも分かりませんが、内容的に料金に

負けない展示物でしつらえたいと思います。 

 

（記者） 
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 すみません、重ねて予算の方なんですけれども、先ほど借金の部分で地方交付税が段階

的に今削減されているところだと思うんですけれども、できるだけ安定的な財政運営をし

たいというのがあると思いますが、どういうところで安定的に堅くされたというふうに今

回、予算組みで思われていますか？ 

 

（市長） 

 いろんな行政需要といいますか、ございます。あれを作ってください、これを整備しよ

うとかですね。特に今日はこの段階では発表をしておりませんが、特に子育て関係のとこ

ろで、佐賀市は佐賀市で独自で障がい関係の部分についてサポート体制を強めていくとい

うこともございます。 

よそにあってはそうではなくて、医療費の助成等で支援をするという部分もございます

が、そういうところ全てをするというわけにはなりませんので、ある程度取捨選択といい

ますか、選ばせていただいてさせていただいていると。本当は他市との比較等で、「ここは

遅れているからここもしたい」となんとかありますが、とりあえずその部分については我

慢をさせていただいて、広い視点で物事を捉えさせていただいて、そういう部分がいくら

か入っております。我慢している部分ですね。そういった部分を入れ込みますと、かなり

また赤字的に、あるいはこれから先の経費負担にもつながって参りますので、我慢をした

部分もあるということで、先ほど申しましたようになるわけです。 

 

（記者） 

 ちょっと踏み込んで取捨選択した部分。秀島市政３期目の総括ということですけど、取

捨選択している部分と我慢した部分というのをそれぞれどういう分野というのをあげてい

ただけますか？ 

 

（市長） 

やっぱり一番目は子育て関係で、先ほど申しました医療費関係ですね、こどもへの医療

費助成という部分、その部分が大きな要素として残っております。 

ただそういう中でも佐賀市独自の部分。先ほどは触れませんでしたが、発達障がい等を

受け入れられている保育園等の保母さんへの上乗せ支援といいますか、そういった部分、

国が出していない部分について佐賀市はやりましょうと。そうしないと受け入れてもらえ

る保育園が少なくなってくるし、保育園の保母さんたちも大変だというそういうふうなの

が顕著な例ですね。あといくらかあると思いますが、ちょっとその部分についてはまとめ

ておりません。 

 

（記者） 

 佐賀新聞です。３年連続で予算が当初過去最大を更新していると思うんですが、義務的
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経費が膨らんでいることが大きな要因だと思うんですけれども、今回の予算が積極予算と

いう位置づけになるのかどうかということと、今回特に力を入れた分野というのはどこだ

と考えてらっしゃるかを教えてください。 

 

（市長） 

 積極的であったのは事実だと思います。ただ今回で、２８年度だけで積極的かといえば

そうではなくて、２７年度から積極的に取り組んだ分野もございます。そういった部分で

の延長というのも考えると、私は決して止めてばかりはいないと。積極的に組むところは

組んでいるということで、また住民の皆さんに少々我慢していただく部分、あるいは住民

の皆さんたちのお力に頼る部分ですね。そういった部分はあるかと思いますが、そういう

意味では今年の積極性はまだ保持をしていると、そういう中でもやはりこれから先、先ほ

ども申しましたように交付税等がかなりシビアになって来ると、それからまた税収等につ

いても佐賀の場合は、固定資産税で土地の評価関係が、まだ下げ傾向止まっていないよう

でありますので、そういった意味からしますと、もっともっと固定資産税等は、厳しい状

況になるかも分からないと、いわゆる伸びがあまり期待できないというようなことになっ

て来ると財政的にしわ寄せになると、そういうような部分での先の財政状況を見込んだと

ころで抑えさせていただくと、これから先は朝日新聞さんの（発言）とダブってくるかも

分かりませんが積極的にやっているというのは学校関係の耐震は遅れていますが、空調関

係は進んでやらせていただいていると思っています。 

それからまたサポート体制等ですね、そういった部分は私のところは積極的にやらせて

いる分野かなと思っています。 

 

（総務部長） 

予算的には浸水軽減これ大きな予算を使っております。 

あとバルーンミュージアムと青少年センターこれにかなりの経費かかっておりますし、

庁舎、新行政棟および庁舎改修にもかなりの金額使っていますので、そういうところに投

資的経費はかなり入っているということになります。 

 

（市長） 

それと経済分野でアジアへということで、「どこでも」ということではなくて、今どちら

かと言うと力を入れているのは台湾ということでございますが、そういったものについて

は積極的に、こっちの方から出て将来につなげると、その効果が１年２年で、ぱっと出る

わけではないと思いますので、ずっとやはりそういう下積みという部分があって将来それ

が花を開いてくれないかなと、そういう部分では積極性として私は捉えていいんじゃない

かなと思います。 
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（記者） 

扶助費があれだけどんどん増えていっているのと、先ほど言った基金の部分で切り崩し

ていっている部分、そこら辺ちょっと心配なんですけども、先を見通した財政状況という

ことで言いますと、扶助費が増えていく分では、今後どうやって切り詰めていくような形

になるんでしょうか。 

 

（市長） 

扶助費もですね扶助費ぶりで国がポンと打ち出した部分１００％自分たちで財源補填を

すれば良いわけでございますが、そうでないものもあります。 

地方の自治体がそれに付き合わなければならない分野ですね、これがある意味では迷惑

な部分もあるわけです。 

とにかく、ばら撒きではないけれどもですね、やれば良いというものでもない、そうい

ったものを考えてしてもらわないと地方については財源もそんなに伸びていないからです

ね、きつい部分があります。 

 

（記者） 

重点を置いた分野というと、どういったものでしょうか。 

 

（市長） 

重点ですかね、扶助費が、ガッと出てきますからこれは義務的にせざるを得ない部分で、

重点というよりも付き合いとしてピシッとしていかなければならない部分はあります。 

その他の部分で重点的にというのはバイオマス関係ですね、それと、さっき総務部長が

言いました、これは宿命としての水対策ですね、それともう一つはやはり障がい者の皆さ

んへの対応ですね特にそれをサポートする体制ですね。 

それともう一つは経済関係で販路拡張ですね、佐賀の特産品を紹介するそういう部分が私

は言えるんじゃなかろうかと思っています。 

 

（記者） 

皆さん当初予算に関してと、２月補正に関して（質問）はよろしいでしょうか？ 

では、その他一般市政に関してということで各社さんお願いします。 

 

（記者） 

職員の給与が上がるというのが出ていたと思うんですけど、さっきおっしゃったように

扶助費が上がったりとか基金を取り崩している中で人事院の勧告では上がるかと思うんで

すけど、佐賀市は上げないという選択肢はなかったんでしょうか。 
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（市長） 

国は上がっているけれども佐賀市は止めておけという、ストップとか逆に引き下げろと

かですね、そういう選択肢はないですね。 

 

（記者） 

この時期のタイミングで上げるというのは何か理由があるんですか、経済状況もあまり

よろしくないのに。 

 

（市長） 

地方自治体の給与については必ずしも国に追随しなくても独自という部分もあるわけで

すが一つの目安になるのは国の基準ということでありまして、過去そういう形でやらせて

いただいておりまして、額的には少ないわけでございますが、そういうことでさせていた

だいています。 

そのことはやはり、今の政府の方向性でもあるんじゃなかろうかと私は思います。 

企業に賃金等について十分配慮するようにというようなことでアベノミクスの中の部分で

もそういった方針が出ているはずですから、そういった部分では別に違った策を取るとい

う選択肢は私はないと思います。 

 

（総務部長） 

人勧約１億程度、今回、佐賀市あるんですけど、今回、支所再編辺りで３億くらい人件

費はカット、削減になっております結果的に、そういうことで質を落とすより、もう少し

職員の人件費の質というより絶対数で効率化ということで対応していきたいというふうに

考えています。 

 

（記者） 

市政一般のことなんですけど、佐賀空港のオスプレイ配備に関して、公害防止協定の整

理について県側と整理する必要があるということを述べられていたと思うのですけども、

漁期が３月頃に終わるということで整理するタイミングというかですね、話し合うタイミ

ングや場を作る考えなど、どういうふうに考えていらっしゃるかをお願いします。 

 

（市長） 

オスプレイの話でクローズアップされているのが公害防止協定で、佐賀空港は「自衛隊

との共用はしない」というそういう趣旨の約束事があるわけでございますが、わたしはや

はりいつも言っていますように、あの部分はやはりかなり重い存在に捉えています。 

何事でも行政が仕事をするからには、地域の人たちとそういう約束事を交わすことがある

わけですが、それはやはり誠実に守る必要がある、内容的に変える必要が出てきた時には、
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双方の合意によってそれが変わるということは当然あると思います。 

今回出されている部分でオスプレイというのがクローズアップされていますが、その前

に自衛隊というのがどうなのか、あるいは米軍のオスプレイというものが、今どちらかと

いうとそちらの方にマスコミの方たちも焦点を当てられているような感じもしますが、や

はりその前段に「自衛隊との共用はしない」という約束事ですね、これを関係者はどう整

理をするのか、それを整理しなくて先に話を進めるのは、おかしいんじゃなかろうかとい

うことで、今までずっとそういう立場でものを申しておりました。 

県と地元の漁協の皆さん、そして私が、というんですかね、当時の首長さんが立会人と

して入っている、その部分の協定書は、まだ生きていると思います。 

その協定書を変える必要があるならば、どういう理由で変えると、そういうようなこと

をきちんと整理しなければいけないんじゃないかなと、それに合わせて県議会では約６年

前の議会で全員総意のもとで決議がなされています。その決議を県の執行部もけっこう重

いものとして私は捉えられているのではないかと思います。 

だから、県の執行部だけではなくて県の議会もですね、どう考えられるのか、同じよう

に私自身も市議会で問われたことがありますし、市議会も同じ頃に決議がなされています。

そういったものをそれぞれの人がどう整理をするのかですね、そういったものをやっぱり、

私は前段でしなければならないのじゃないかなと今でもそういうふうに思っています。 

 

（記者） 

整理をする必要があるという考え方、以前から述べられていたと思うのですが、いつ頃

までに整理する必要があるとお考えでしょうか。 

 

（市長） 

まず整理をする必要があるのかどうかですね、そこから入っていかなければならない。 

整理というのは変更という意味ですね、変更する必要があるのかどうかですね、変更を必

要とするならば必要とする人たちがやっぱりそういったものを整理しながら、きちっと提

起するべきではないかなと思います。 

それをしないまま先の話はいかがなものかなというふうに思います。 

 

（記者） 

それはいわゆる事前協議と言われるものでということでしょうか。 

 

（市長） 

そうですね、事前協議というのが、「（自衛隊との）共用はしない」という１項が入って

いますので、それを共用させてくださいというふうになるのかどうかですね。共用させて

くださいとその必要性を認めた当事者がそれなりに整理をすべき事じゃないかなと私は思
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っています。 

だから、３月だからそれを整理しなければならないという、いわゆるスケジュール感とい

うのはそこには発生しないと。 

 

（記者） 

３月だからという言い方をおっしゃいまして、今度、漁期が３月頃に終わりますよね、

そこで防衛省がまた新たに何か交渉に来た場合に、前段としての公害防止協定覚書付属資

料が整理されていない状態では、秀島さんはどのように接するご予定なのでしょうか。 

 

（市長） 

私はですね、防衛省から申し入れをして、いつまでにしてくださいということは、ない

訳ですね。だから、それはそれとしていいけれども、防衛省に対してではなくて内部でど

うするのかというのを必要とあらばすると、必要でなければそのままにしておくのか、あ

るいはダメというのか、そういう部分でのアクションはあるかも分からないですね。 

ただ少なくとも、私のところでは今動かなければならない立場にあるとは感じていませ

ん。 

 

（記者） 

市長のお考えとしては、何か必要があるのであれば公害防止協定についてもう一度改め

て議論をという話だったと思うのですけど、今の段階で市長ご自身は、自ら例えば先頭に

立って動く動かないということを、舵を取るというつもりはないということだったかと思

うんですが、そもそもそういう認識でよろしいのかということと、もしその変える必要が

あるのであれば、誰が音頭をとるべきだというふうに思っていらっしゃるのか教えていた

だくことはできますか。 

 

（市長） 

今のところ変える必要があると表明したものが誰もいないですね。 

個々人には言っておられる方がおられるかも分からないけれども、機関としていった人

はいない。佐賀市も変えなければならないという意思決定を今の時点でする立場にはない

というのが先ほどの意味であります。 

 

（記者） 

自衛隊を受け入れるかどうか、いずれ判断がなされると思いますけれども、その判断が

なされた時に市長としては、そこは立場上、当事者として変える必要があるということを

進言される予定ですか。 
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（市長） 

今あるのは、生きているのは「自衛隊との共用はしない」という、（共用）するもしない

も触れていなければそういう話になると思います。 

（共用）しないというふうになっているから、（共用）したいと、しなければならないと、

すべきだとか、そういうことで来られるならば、その当事者が意思表示をきちんと理由を

つけてすべきじゃないかなと、そこが先だというのを今までもずっと言っているはずなん

ですよ、私はですね。 

だから、佐賀市があの規定を変えてくださいというようなことで、今言う立場にはない。

佐賀市がどうしても自衛隊を誘致してまちづくりをしたいと、率先してやりたいというこ

とであればそういうことを言うかも分かりませんが、ずっと私のところでは、そういう立

場には今まで達していないということですね。 

ただ、当事者関係では、そういう必要性を感じた当事者はそういう話が出るかも分から

ない、出ないかも分からない、そこが私には、まだはっきりしていないからそれ以上突っ

込んだ見解を出す必要はないと。 

 

（記者） 

今の発言を整理させていただくと、必要だと感じた当事者、それが県なのか、防衛省な

のか、漁協なのか、どこなのか分からないですが、そういうふうに今までの協定を変える

必要があると感じた当事者が、議論の俎上として変える必要が私たちこういうふうにある

と思うので、関係者の皆さんちょっと一緒に議論させてもらえませんか、というふうにす

べきなんじゃないかということでしょうか。 

 

（市長） 

平たく言えばそういうことですが、その部分の当事者の中には防衛省は入っていないと、

覚書の協定書はあくまでも県と漁協とそして立会人である首長ですね。 

防衛省の方からは、お願いというのが、もう意思表示はあっていますからですね。 

 

（記者） 

各社さんよろしいでしょうか、それでは執行部に返します。 

 

（秘書課長） 

それでは以上を持ちまして市長記者会見を終わらせていただきます。 
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