
平成 28年 6月佐賀市長記者会見 

 

平成 28年 6月定例会の議案について 

日時：平成 28年 6月 3日（金）14時 5分～14時 47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） 

皆さんこんにちは。定刻になりましたので、ただいまから市議会６月定例会の議案につい

て記者会見をはじめさせていただきます。 

最初に資料の確認をお願い致します。 

お手元に本日の次第と補正予算案の概要のパワーポイントの資料の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が「案件一覧」と「補正予算の概要」の２点となってお

ります。 

よろしいでしょうか？ 

本日は最初に議案について市長から説明を行い、その質疑を行います。 

その後に市政一般についての質疑応答を行います。 

次にお願いですが、本日の記者会見は佐賀市のホームページでライブ配信をしております

ので、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致します。 

 

 

（市長） 

皆さんこんにちは。それでは６月議会の議案関係についての説明をさせていただきたいと

思います。６月定例会案件一覧の右上に書いてありますように、今議会で当初送付する案

件については２０件ということで、議案が１４件、そして報告事項が６件となっています。 

議案については、大きなものはございませんが、第４８号議案ですね。 

これは佐賀市工場等立地奨励条例の一部を改正する条例ということで、企業誘致等の内容

を充実させて、佐賀に誘致をし、また雇用の場を増やすことができたらという気持ちで提

案するものであります。 

あとは国の制度の変わったもので、うちで対応するようなものがずっと続きまして、第５

４号議案の北棟増築及び本庁舎１・２階の改修工事関係で建築・電気・機械で工事期間の

変更をしています。１年３ヶ月あまり伸びるわけでございますが、これは皆さんご存知の

ように、増築する部分、ＪＡ会館さんと交換した部分ですが、そこの埋設物といいますか、



地下の構造等除去部分で最初の工事が少し遅れたというもの。 

それから、あとは大体増築と本庁舎内の改修をあわせてやるつもりだったんですが、騒音

等、中には事務をしながらやるもんですから、ちょっと無理だということでズラしたとい

うことで、分けてするということで、そういった部分で工期の変更を余儀なくされたとい

うものであります。 

大体来年の秋には、ほぼ建物内での仕事ができるような形になって、あと残りの部分が外

構工事等、残された部分の仕事になると、そういう風に今予定を見通してるところであり

ます。 

あとは専決処分等がございますが、条例それからまた一般の議案等については、その程度

にさせていただきまして、続きまして６月補正の主なものを説明させていただきます。 

２８年度６月補正予算（案）の概要ということで、ここにも出てますが、まあ６月議会で

ございます。 

大体当初予算で年間予算を見通したところでやっていますので、今回の補正というのは必

要最小限度のものに限らせていただいております。 

一般会計の予算総額、今回２億４７００万円とさせていただきまして、補正後が９５０億

をちょっと乗ると、いう風な数値になるわけであります。その中の内訳でございますが、

一般会計が、世界遺産関係。これは、昨年、ちょうど一年前に世界遺産登録をされました

が、共通の記念碑（記念銘）の設置をするということで、佐賀でも三重津海軍所跡にこう

いう形で設置をさせていただくというものであります。 

続きましてオフィススペース創出事業ということであります。 

今週の月曜日にイノベーションセンターということで、佐賀県、それからまた佐賀大学、

そして日本マイクロソフト株式会社、それから株式会社パソナテックに佐賀市が加わりま

して、５者でイノベーションセンターin SAGA の設置のための協定を結びましたが、それ

に基づきまして、センターを設立をするということで、佐賀市の受け持ちとして、センタ

ーの部分、アイスクエアビルの５階を予定しておりますが、その５階フロアの間仕切り等

の整備をするものであります。 

それが１５００万円と。 

続きまして台湾関係、これは２月定例議会でも平成２７年度の補正予算で顔を出しており

ましたが、その時には全額国庫補助と言うことで、こちらの方、手を挙げて事業計画を出

しておりましたが、そちらのほうには採用されなかったということで、改めて平成２８年

度の予算として規模を少し縮小させまして、台湾の販路開拓加速化事業と、それからまた

台湾インバウンド観光推進事業ということで１８００万円程度あるいは１０００万円程度

の予算を計上させていただくものでございます。 

一般会計続きますが、八戸地区ですね。これは県の事業でありまして、さが未来スイッチ

交付金という制度があるようでございますが、それに乗っかかって八戸地区の歴史資産活

用事業を行うということで、２分の１の県の助成を受けてやるものです。２００万円。 



それから多機関協働による相談支援包括化推進事業、ちょっと名前が難しい部分ですが、

これは新たに専門の推進員さんを２名雇いまして、いろんな関係機関と連携して複合的な

問題をかかえる市民等の要望にこたえるために、いろんなアドバイス・相談事業、そうい

ったものをする仕組みでございます。 

初めてのものでございますが、１５００万円の予算を見ています。 

続きまして中部学校給食センター運営経費、これは債務負担行為の部分でございますが、

佐賀市内の中学校それぞれの学校で給食をしてない部分、ほとんど中学校そういうもので

ございますが、あわせて１０校分の給食センター運営経費、これは２８年から３１年まで

ということで、債務負担行為を組むものであります。 

それからその下の私立保育園等整備助成経費、これが８千万弱でございます。 

認可保育施設等の施設等、国の制度等も変わってまいりましたが、そういった部分に対応

するための経費でございます。 

あとは文化芸術招待事業ということで、金額的には７７万円ということでございますが、

１２月６日に宝塚歌劇団宙組の朝夏まなとさん、福岡で頑張られましたが、佐賀にもお呼

びしようということで、１２月６日、１日２回の公演でございますが、いいものを佐賀で

見せていただくことになりますが、小中学生１００名を招待すると。その経費でございま

す。 

それからこれが最後になりますか。 

議会タブレットの端末活用事業。３３２万円。 

我々執行部も今タブレットを使った庁議等を行っていますが、議会の方でもそういったも

のを使って、そして議会の改革等を効率の良さ等も含めて頑張るというようなことでござ

いまして、３３２万の予算を今回お願いしたところであります。 

以上が私からの説明でございますが、不足する部分がございましたら総務部長の方から補

強をお願いします。 

 

 

（総務部長） 

特にありません。 

 

 

（秘書課長） 

それでは以上で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。最初に議案についての質疑を行います。その後に市政一般の質疑でお願いします。こ

の後の進行は幹事社の西日本新聞社の梅本様にお願いします。 

よろしくお願い致します。 

 



（記者） 

幹事社の西日本新聞の梅本です。よろしくお願いします。 

僕からは今回のいろんな事業の中で、特に市長が強調されたい重要だと思われている事業

を教えていただきたいんですけれども。 

 

 

（市長） 

一番当初に申しましたように、大体年間を通した重点事業については当初予算で計上をし

ていると。 

ただ、先ほど申しましたように、先の２月議会等で予定していたものが、修正せざるを得

なかったもの、そういうものが主に台湾関係の部分で出ておりますので、これは事業とし

ては止めたくないということで、今回は当面一般財源で対応すると。 

そして、もちろん補助事業等の申請も行いますが、事業等が採択されれば、財源の入れ替

え等で対応するという部分で、台湾の部分については、大きな事業だと思います。 

それからその前段にありました、どれでも大切ですが、大きな事業としてはオフィススペ

ース創出事業の「イノベーションセンター開設基盤整備事業」関係ですね。これも先ほど

申しましたように、ちょうど今週のはじめですね、前から暖めてはきていましたが、イノ

ベーションセンター、西日本で初めてというもので、日本マイクロソフト株式会社の地域

還元という暖かい部分に選んでいただきましたので、そういったものに応えるための事業。

これを非常に大事に扱っているところであります。 

ここで言わなければ、あとはどうでもいいかといえばそういうことでもないんですが、主

にはそういったところじゃないかなと思います。 

 

 

（記者） 

幹事社からは以上ですけれども、他の記者の方で何か質問がある方いらっしゃいますか？ 

大丈夫ですかね？ 

それでは、次に市政一般の質問をしたいと思っているんですけど、先ほど防衛副大臣が訪

問されたことですけど、配備図をご覧になったのと、説明を受けて感じられたことを率直

に聞かせてもらっていいですか？ 

 

 

（市長） 

先ほど全体像ということで佐賀県に来て、知事にその計画を示すということでありました。

ついでと言ったら失礼になるかも分かりませんが、どうせ佐賀に来るからということで、

こちらの方とそれからあと関係のあるところにも回っておられると思います。 



時間的にわずか１０分ということで言ってありましたので、若宮副大臣と会うのも初めて

だし、そういう顔つなぎ的なものも要素としては大きかったんじゃなかろうかと思います

が、内容的には全体の配置図等を書かれて、そしてまた工事の仕方等、記載をしていると。 

特に環境に配慮した仕方をしていますよということですね。 

海域がすぐ近くにありまして、ノリの産地でありますので、そういった部分についての配

慮をしたものということで、示されている部分については理解できますが、私の方からそ

のことで云々というコメントは特段差し上げてないのですが、やっぱりその前に「どうす

るのか？」と。 

いつも申しますように、協定書がある部分ですね。 

これを全然まだ整理をしないまま、先の計画等を議論する段階ではないんじゃなかろうか

と。 

私自身はそういう立場でお迎えしたわけでございます。 

だから、こられる方もそれなりの配慮をされたのか分かりませんが、深くは突っ込まなく

て全体的な部分、そういう部分での配置計画と、それからまた工事のやり方等を示された

ものだと思っておりますので、これで何かが進んだかと言うと、そういう感想は全然、私

は、持っていません。 

 

 

（記者） 

ありがとうございます。 

幹事社からは以上ですけど、他に質問がある方はいらっしゃいませんか。 

 

 

（記者） 

オスプレイの関係で、以前、知事が会見の中で、全体像が提示された場合に佐賀市や漁協

と議論しながら進めていきたいと言うふうに方向性を打ち出したんですけれども、市長と

しては、先ほど協定を置き去りにして先に進めないと述べておられましたが、協議の場に

つくにしても、協定に対して県のスタンスというのは、どういった部分が今まで・・・県

は協定によって事前協議は否定しないとか色々示していますけれども、市としては協定に

対しての整理として何が一番必要だと。 

 

 

（市長） 

知事がどういうふうに述べられたか、テレビで見る限りにおいては、内容を精査して云々

というようなことを言われたのが放映されておったんですが、その部分だけしか県の状況

は捉えておりません、ただ、これまでも言っていました様に、まず、協定があると、公害



防止協定、その中の覚書に関することですね。 

その部分に、「自衛隊と共用しない」と言うふうに書いてあると、それをどうするのか、事

前協議の対象にするのかしないのか、そこら辺の姿勢が決まらないと、先はどうするとか、

仮に条件を付けるにしたって付けようもない、まず出だしの部分と言うんですか、入り口

の部分と言うんですかね、その部分をはっきりさせるべきだと思います。 

そういう部分がないと、ただ悪戯にダラダラっと計画の中に踏み込んでしまうという形に

なってしまうんじゃなかろうかと思います。 

私の段階ではそういうところですね。 

まだ事前協議をしますと言う話もあっていないと、だからどうなのかですね、根回しなの

かどうか、そういう部分なのかですね、正式なものなのかどうか、それとも全体計画が示

されたからそれに対する疑問点を、本当の議論は別にしても、計画自体に対する疑問点を

協議しましょうということなのか、そこら辺は、私も分からないからですね、それは、あ

と県からの申し出によって判断しなければならないと思います。 

 

 

（記者） 

知事が今、おっしゃった中で、ちょっと整理をしたいんですが、公害防止協定の整理が必

要だとおっしゃられていたのは、県と漁協で結ばれた公害防止協定の中の覚書を整理しな

いといけないというふうにおっしゃっているのか、それともそこを整理せよと言っている

という理解でよろしいのか、その後におっしゃった事前協議をするというその話なんです

が、そこは県と市が結んだ協定の中の事前協議ということで、そういう理解でよろしいで

しょうか。 

 

 

（市長） 

佐賀市が関わる部分として、空港に関する部分では、１つは、「自衛隊と共用しない」とい

う文言が覚書の付属資料の中にある協定書ですね、あの中には、私は、立会人ということ

で、私の名ではないけれども、立場上は、市長は立会人という立場での名の連ね方をして

います。それともう一つ協定書があって、県と当時の川副町ですね、今で言うと佐賀市、

そこには、協定で空港の運用等について変更をきたす場合は事前に協議をすると、そうい

う項目が２つあるわけであります。私が今まで言ってきたのは、その前段の部分で、「自衛

隊と共用しない」と言うふうに書いてある部分、これをどうされるのか、私の立会人とし

ての立場ですね、これをどうされようとしているのか、どなたもまだ、それを変更しよう

と言われた人は、関係者の中では、一人もいないという部分ですね。 

それをしないまま、計画の中身を検討するというのは筋が違うんじゃなかろうかと、やは

り、するならば、順序だてていくべきではないかなと、そういう立場です。 



だから今の段階では、同時並行で進むかも分かりませんが、佐賀市にも、もちろん空港の

運用の変更をしたいという申し入れも当然、まだあっていないということですね。 

 

 

（記者） 

川副町長の立場を継承したと言っていいんでしょうか？佐賀市長としてですね。 

その事前協議をしないといけないよね、という持ち掛けを積極的に佐賀市の方からですね

立会人の立場として、していくとかそういうお考えはおありでしょうか。 

 

 

（市長） 

いえ、それはですね、今日も防衛省からお見えになった時に申しました。 

6年ちょっと前、平成 22年の 3月議会で、普天間飛行場の移設の問題がですね、いわゆる

佐賀空港にどうだろうかと言うような話題が沸騰いたしまして、市議会でも反対決議、そ

れから県議会でも反対決議が出た、その時にかなり中身の、佐賀空港のありようについて

は、議論をされて、また市民のあるいは建設当時の関係者の皆さんたちの気持ちと言うの

が、その時点で私の頭の中にはインプットされました。 

そういう観点からすると、かなり重い約束事だというふうに捉えております。 

その重い約束事を、そっちのけにして、先の話には、ならないんじゃないかというのが、

私が今までずっと言ってきた部分で、今もそれは変わっておりません。 

 

 

（記者） 

その 22年 3月議会は、全会一致での共用を否定するような決議だったと思うんですけれど

も、その後で、今年 3 月に県議会でそれを上書きするような、共用することは必ずしも議

論に上らないものではないようなというような決議がされたと思います、そこについての

市長のお考えを、あたらめて伺いたいと思います。 

 

 

（市長） 

決議ですから、時代の流れと周りの環境というんでしょうか、時代によって考え方が変わ

って、内容も相反するようなものが出てくるかも分かりませんが、私に言わせますと、平

成 22年の 3月議会で出たのは、あれは単なる普天間飛行場の移設に反対する決議、表題は

そうだったんですが、その決議だけではなくて、中に県議会の全会派が一致して、見解と

して出されているのは、元々、「県は佐賀空港を自衛隊と共用する考えはない」という覚書

があるんではないかと、そのことは、佐賀空港を軍事的利用しないと、そういうことの証



ではないかと、正確には、『元々、「県は佐賀空港を自衛隊と共用するような考えを持って

いない」と明記した覚書があり、軍事利用が不可能なことは明らかである。』と、軍事的利

用が不可能なことは明らかであると、これは佐賀空港の運用方針としては、そう簡単に変

わるものではないと、私は思います。 

その願いと言うのが、協定書を結ぶ時の地元の人たちの思いでもあるわけです。 

それを変えるならば、どういう理由で変えるのか、どういう将来展望で変えてゆくのか、

そういったものをやっぱり整理すべきだというのが、私の今までの一貫した考え方です。 

 

 

（記者） 

今日の副大臣との会談での発言で、防災拠点という発言が出たんですけれども、熊本地震

に触れながらの防災拠点という発言だったんですが、それに関する受け止めと、それと、

市長が時間の都合で質問したいことがあるが、ちょっとできないということをおっしゃっ

ていたんですが、どういったところを質問したいと思われたのか教えてください。 

 

 

（市長） 

防災拠点ですね、また今後、地震と合わせて、南海トラフなんかも出てきて、九州全体で、

そういったものを考えないといけない、あるいは日本全体で考えなければいけない状況だ

というのを、熊本地震の中から教えられているわけであります。 

だから、そういう意味での防災拠点は、必要だと思います。 

それを運用する部分が、どこの機関なのか、そしてそこに出入りする機関がどこなのか、

そういう意味で、防衛省関係が防災拠点として出入りすると言うのは、当然あり得ると思

います。 

ただ、先ほど申しましたのは軍事的利用という部分であります。今、提案されているのが

どうなのかと、最初の提案の中身からすると尖閣列島とか、いわゆる島しょ部の云々とか

と出ておりましたので、軍事的利用というのは、明らかであるし、また、一つの任務とし

て防災的な拠点というのにも当てはまると、だから、そういう部分が整理できるのかどう

かというのも、今後の課題、話しが先に進んだ時に課題になるかも分かりません。今は、

まだ前段のものであります。 

それともう一つは、これは、信頼関係です。 

今まで、防衛省からおいでの方、人事異動等でメンバーが変わられます。その時に、やは

り当時の雰囲気と言うのを十分伝えられていないと、少しニュアンス的にも違ってくると

いうような部分、そして、そういう中で私の頭の中には、去年の 7月 21日、御社の新聞記

事ですね、武田（元防衛副大臣）さんの発言で、その一年前に言ったのを、かなりの部分

を翻されて実際は事前協議もあってましたよと、それから自分たちがこっち（佐賀市）に



来る時には、公害防止協定ですね、覚書等含めてそういったものがあるというのは分かっ

ていたと。 

それと県議会の決議も目を通してきたと、だから分かってますよというようなことを言わ

れてそれを裏打ちするようなことを去年は言われたわけです。 

一年前はそこら辺をごまかされたり否定をされたりした部分があったわけですが、そうい

う部分があって、私も一番最初に来られた時の武田（元防衛副大臣）さんの発言で、やは

り疑問を感じたわけですが、それが去年の夏の時点で翻された時点で、あぁやっぱりかと、

そうだったのかと分かったと言う感じですね。それで、もやもやが取れたわけですが、そ

の部分を県議会でも特別委員会でも正したけれども、なかなかそれに明確に答えられてい

ない、私からすると、何かはぐらかしというような部分もけっこう見えて、疑問をつのっ

ていたんですが、そういう部分は、今回、私が知事に対して、3月に質問状を、皆さんの前

で県の担当者に渡して、その中にも公害防止協定等を初めて知ったのはいつですかと、内

容を把握したのは 7月 22日だったとしても、初めて知ったのはいつですかと言ったけれど

も、そういったものにも明確には答えられないと、いつだったか分かりませんというよう

な形で、だからそういう部分で、何かまだ、もやもやとしたものが残るからですね、そう

いったものは、やはりピシッとして欲しいと、そういう立場で今日ある質問をしたかった

わけですが、その質問は、ここでしていないから言うのはあれですが、いずれにしまして

も、信頼関係を構築するという立場で、もやもやしたものを払拭するために質問をしたか

った部分があったんです。 

 

 

（記者） 

今までの、今日のご発言を聞くと、市長の立場こういう風に理解してよろしいでしょうか。 

まず、その協定等があって、県と漁協がどうするのか、というのが先にあると。 

それで、何かの時には事前協議も旧川副から継承した立場もあるでしょうという事で、 

秀島市長が防衛省からは是非ご理解・ご協力をと、再三言われていると思うんですけれど

も、 

秀島市長としての立場、考えを示すのは、まず県なりが協定をどうするのか、漁協との話

し合いをどうするのか、 

その後になるという理解でよろしいでしょうか。 

 

 

（市長） 

そうですね。立場上、ここまで言っていいのか分かりませんが、色々あると思います。 

大賛成だと積極的に誘致すべきだと、経済的に云々だからという事でですね、 

自衛隊を誘致した方がいいんじゃないかと言う市民の意見もございます。 



いや、ちょっとまてよ、やめとってくれというようなことでですね、そういう部分もあり

ます。 

それからまた、その中間をとって、しぶしぶと言うのも出てくるかもわからないですね。 

絶対反対、それからやれ、やれっていうことと絶対反対のその中間と言うのもあると思い

ます。 

ただ、私の今までの議会等の発言、それから佐賀空港が運用を開始した、その前段の覚書

を結ぶようになった経緯等からすると、今の段階で積極的に推進をするという立場には、

やっぱり立てない訳は、これまでの発言で大体お分かりだと思います。 

あと、どうするのか。二つの道が残っているという事でございます。 

 

 

（記者） 

二つの道と言いますと？ 

 

 

（市長） 

しぶしぶか絶対反対ということです。 

 

 

（総務部長） 

判断の時期・・・ 

 

 

（市長） 

時期はまだわからないですね。 

県が、まずどうするのか。県もどうなのか。 

さっき言った三つにわけるとすれば、どれを選ぶのかです。 

 

 

（総務部長） 

誘致か反対か、その間か 

 

 

（市長） 

三つに分けたら、そこら辺かなと思います。 

 



 

（記者） 

今回示された資料を見て、計画が明確化されたという印象は持たれたでしょうか。 

 

 

（市長） 

この計画、この前のと（現地調査）は目視ですよね、目視で出た部分が色分けとかしてあ

ればいいけれども、 

私は、ずっと前に遡り、これまた遡りますが、２年前にこのメンバーにおられませんが、 

産経インターネットのニュースの中で出ていたように設計図は出来上がっとりますよと 

書かれている部分ですね、あの部分がまだ頭の中に入っていますから、その裏打ちぐらい

にしかとれません。 

 

 

（記者） 

他に質問のある方いらっしゃいますか。 

 

 

（記者） 

よろしいでしょうか。 

今の段階で積極的に推進する立場に立てない、しぶしぶ賛成するか絶対反対かと、 

おっしゃった理由の大きなところはなんでしょうか。 

協定でしょうか。 

 

 

（市長） 

協定もあるし、当事者であるいわゆる一番、空港の運行管理者、運営管理者そのものも、

どうするか見解も出さされていないと。 

 

 

（記者） 

すごく大事なところだと思うんですけれども、まだ市長としてですね、この問題・計画の

受入れについては白紙でありますと。 

それは、まだ県とかの態度が示されていないので、何とも言えません、明確には言えませ

んと言うのはわかるんですけど、 

積極的に推進する立場に立てないというところの理由は、協定が大きいんでしょうか。 



 

 

（市長） 

はい。協定を結ぶに至ったいわゆる佐賀空港を開設された人たちの当時の思い、そして地

元との約束、 

これは一部の新聞で報じられた、「しない・させない・ありえない」とそう言う部分もあり

ます。 

まだその方たちは、県の立場で事務を担当された方は、まだ生きておられます。 

その人たちの思いを考えたら、同じ約束事を取り交わす、同じというか、同じように約束

事を 

地域住民と当時の関係者と取り交わすものにとって、やっぱりその約束事というのは、い

ろんな理由があろうとですね、大事なものであると。 

そのことをですね、20年過ぎたからもう時効だという形で忘れ去りよったら、 

公共事業関係で公共のいわゆる迷惑施設と言われるような施設をお願いする立場からする

と、 

それは許されないことだと私は身をもって感じておりますので、そういう意味ではものす

ごく大事にしたいと思います。 

 

 

（記者） 

確認なんですけれども、県の見解もまだ出ていない、協定もあるので消極的なご意見をお

持ちだという事なんですけれども、 

その事前協議の対象との兼ね合いで言うと、すみません、事前協議の方がその県が見解を

出す前にやるべきだとお思いなのか、 

そこはその県が見解を出してからでも、そこから事前協議されてもいいと思っているのか。

この辺どのように考えていますか。 

 

 

（市長） 

私は、事前協議の前に方針を関係者が出すべきだと思います。 

必要なければそのままでいいから、何も変える必要はないからですね。 

だから、いわゆるほっといて、佐賀では出来ませんと防衛省に答えれば、それです済むこ

とかもわからないですね。 

はい、何も義務付けられたものではないしですね。 

私はそう、だから事前協議、これはやっぱり、国のお願いに沿って考えるべきだというよ

うな事になれば 



事前協議をお願いしますということに、次につながるとそういうような手順を私ならば考

えるということです。 

 

 

（記者） 

わかりました。それは確認ですけれど、空港運営管理者としての県の意見がまずあって、 

そこはその意見がどうなるかによって事前協議が必要かないか決まるんだから、 

それは先に県が意見を出すべきだということでいいですか。 

 

 

（市長） 

私は、そういう風に空港の運営管理者として、そして協定の片方の当事者として、 

当然そこの意思表示はすべきだと。 

前に進むのか進まないのかですね。そういう部分は判断しないと。 

それを判断をしないまま、良い悪いを議論したって、ちょっと無理がありはしないかなと、 

私の論理はそうです。 

 

 

（記者） 

仮定の話で恐縮ですが、県がもしもその配備について容認するという立場をとった場合と

言うのは、 

これはあの事前協議の対象に当然なるわけですけれども、その際は立会人として声を上げ

るなりするというお考えという事でいいですか。 

その、要するに、事前協議しないという選択肢を、解釈の仕方もあるという法理的解釈と

言うような言い方をして、 

県の見解として以前述べられた経緯もありますけれども、そうすると、仮にですけれども

県が容認した場合でも、 

事前協議の対象としないという可能性もあるとは思うんですけれども、容認の立場ですか。 

 

 

（市長） 

県も行政機関です。事前協議の対象にしないというのは、ありえないと思います。 

協定で事前協議をすることになっていますので、それをしないと県の立場はないと思いま

す。 

それを一方的にやるとこれは収集がつかないです。 

収まるものも収まらない。私は、そう思います。 



 

 

（記者） 

他にはよろしいでしょうか。 

 

 

（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。 

皆さん、ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


