
平成 28 年 11 月佐賀市長記者会見 

 

平成 28 年 11 月定例会の議案について 

日時：平成 28 年 11 月 22 日（火）13 時 30 分～14 時 09 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、ただ今から「市議会１１月定例会」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。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（案）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の説明を行い、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、秀島市長お願いします。 

 

（市長） 

皆さん、こんにちは。１１月定例会案件について、まずこちらの資料で説明させていただ

きます。１１月３０日開会でございます。 

今回提案する案件でございますが、送付する部分については２９件です。うち、議案が２

８件、報告１件となっています。 

９１号議案から９７号議案までは補正予算関係、９８号議案は人事院勧告等に伴う職員の

給与の改定、９９号議案は国家公務員の退職手当法の一部改正等に準じて改定をするもの

であります。 

主なものとして、１００号議案「佐賀市駐車場条例の一部を改正する条例」。これは、佐賀

市が工事を行っている関係もあって、駐車場不足を指摘されております。それを解消する

ために、民有地を、今ある東の方の駐車場の隣接地を借り上げまして、市の駐車場として

使わせていただくものです。駐車料金等についての関係する部分を既定するものでありま

す。 

 

大きなものとしては、１０３号議案で「佐賀市子どもの医療費の助成に関する条例の一部



を改正する条例」ということで、今まで子どもの医療費助成については、佐賀市の場合は

就学前と、小学生・中学生については入院費のみということにしておりました。今回、佐

賀県（から県内）統一して、小学校以上の部分についての現物給付の話が出ておりまして、

（各市町では）小学校・中学校については現物給付の対象にしようということで進んでお

ります。 

この機会を利用いたしまして、「佐賀市は一番遅れている」と言われていますが、子どもへ

の医療費助成等（の拡充）も考えておりますので、そういった部分での条例の改正を行う

ものでございます。 

 

１０４号議案は、これは市の施設として今まで運営してきました母子生活の支援施設が古

くなっておりまして、新しく建て替えの時期と捉えまして民設・民営という形でお願いを

しようということで、公設の廃止に関する条例でございます。 

１１０号から１１３号までは、指定管理者の指定ということでございます。 

あと、１１６号から１１８号については契約関係のものでございます。 

条例関係は以上でございまして、あと補正関係を補足して説明を申し上げます。 

 

今回の補正で、一般会計の方の「歳入」の部分で財源の移動が大きいものがございます。

国庫支出金を６億６千万円ほど減らして、県の支出金に振り換えるものなどが４億６千万

程度、不足する部分については、後で追加議案の予定をしていますが国庫補助金等の増と

して出て、トータルしますと増える形になりますがそういうような歳入の調整が前段にご

ざいます。補正後の予算総額は、９６３億となります。 

 

それでは、一般会計の事業費の部分で主なものを取り上げております。まず先ほども触れ

ましたが、来庁者の東側駐車場の拡張事業。民有地を借ります。ふた月分の借上げ料とし

て２４０万円。これには使用用の施設等の設備等も含めております。 

それから２つ目は、久保田支所庁舎移転。道路の拡幅等で移転を余儀なくされております

が、移転先が地盤軟弱ということで対策工事を事前にしておく必要があるということで４

千万円近くの繰越明許を覚悟で事業を展開するものであります。 

 

次は「定住促進住宅取得費助成事業」。当初４０戸分で２千万円ほど予算を組んでおりまし

たが、それが決算見込みを立てますと不足する見込みで、今回３０戸分ほど１，０２０万

円を補正するものです。 

それから次は「市民活動応援事業」。これは、チカラットの事業でございますが、内容を少

し変えます。投票を止めて内容を変更させる部分ですが、前もって募集する必要がござい

ますので債務負担行為の限度額として９６０万円を掲げています。 

続きまして「子どもの医療費助成事業」。来年度から小学生の通院（及び調剤）が対象とな



っていますが、実施するにあたっての手続き関係が出て参りますので、前もって事務費的

なもので１，１００万程度です。 

あと大きいのが、「障害児の通所支援事業」、１億９千万を出していますが、当初予算では

４億４千万円ほど出しておりましたが、この部分での利用者が多く１億９千万円を超える

予算を補正しなければならないとうことでございます。この分については、市が４分の１

負担をしなければなりませんので、かなり大きな負担要素となっております。 

 

続きまして「就学援助費」。これは議会でも度々指摘をされておりますが、生活保護者等の

就学援助費ですね。入学準備をするために必要な費用を、今の制度は入学後に支給すると

しておりますので、時期をもう少し早められないかということで、問題点をいくらか残し

ますが、踏み切ります。対象者は小学校・中学校でだいたい６００人ということで見込ん

でいるところです。 

 

一般会計の最後になりますが、「豪雨災害復旧経費」。今回、国等の査定を受けまして、確

定した部分でございます。２億２千万円を超える金額を補正させていただくと。当初から

しますと、３億９千万円近くになります。 

以上が補正予算の一般会計に関するものであります。 

 

今日のこちらの説明の最後になりますが、感謝の言葉を申し上げます。2016 佐賀熱気球世

界選手権。一昨年に佐賀（開催）ということで決定していただいて、２年半ほど過ぎまし

た。 

最初は天候に恵まれなかった、あるいは事故等のトラブルも出て参りましたが、幸いにし

て大きな事故とならずに大会を続行することができたと。合計いたしまして、１３１万の

観客の皆さんにも楽しんでいただけたというものであります。大会期間中、いろんな立場

で報道していただいた皆さんたちに、改めて感謝をし、これだけ賑わった、成功に繋がっ

たというのは皆さんのおかげだということを、この場を借りて感謝を申し上げたいと思い

ます。 

あと内容等については、もう新聞等でも扱って、報道で取り扱ってもらっていますので、

私からの説明は省略させていただきます。 

以上でございます。 

 

あと、補足等については総務部長が･･･ないですね。 

じゃあ質問の中でお答えをするということにしましょう。 

 

（秘書課長） 

はい。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。 



この後の進行は幹事社のサガテレビ原様にお願い致します。 

 

（記者） 

私から一点質問ですけれども、先ほど「就学援助費の件で 

いくつか課題も残しながら」ということだったんですけれども、 

具体的にはどのあたりを課題と捉えてらっしゃるんでしょうか？ 

 

 

（市長） 

３月の時点で支給ということになってまいりますので 

実際は４月１日現在で少し異動があるかも分からないという部分ですね。 

支払った後、（佐賀市を）離れられたりした場合の問題点など、整理する必要がございます。 

そういった部分を指して先ほど申しましたような言葉を使わせていただきました。 

 

（こども教育部長） 

今、市長が申されました１つの課題としましては、やはり受給された後に、転出されると

いう形に対しまして、どうそれを返還いただくかというところと、あとまた学校が当然年

度末の繁忙期の中で（受け付けを）していただきますので、そこらへんとの調整・連携を

もう一回学校とも協議しなくてはならないというところでございます。 

以上であります。 

 

（記者） 

すみません。１点と申し上げながら申し訳ないですけれども。 

そんな中でも踏み切った理由というのを改めて教えていただいてもいいですか？ 

 

（市長） 

先ほど申しましたように議会等でも、実際支給をするならば対象者の皆さんから喜ばれる

時期、一番必要とする時期に支給したほうがいいんじゃないかという声が高まっておりま

した。 

いろいろ事務的には、先ほど申しましたような問題点をいくらか残しますが、 

踏み切るということですね。そして負担感を少しでも和らげることができればというふう

に思っています。 

 

（記者） 

各社さんお願いします。 

 



 

（記者） 

今回の補正予算案の中で市長が、全部だとは思うんですけども、特に力を入れたいものが、

あったりとか、こういった市の課題どういうふうに解決していきたいという何か一言いた

だければと思います。 

 

（市長） 

補正予算でいいですね？ 

補正予算ですので、当初予算で組んだ部分で過不足する部分、あるいは新規に必要に迫ら

れた部分等が出ておりまして、やっぱり一番は先ほど申しました就学援助費ですね。 

これは議会の指摘ですね。そういったものや、それから実際支給をするならば、喜んでい

ただける時期にすべきではないかなと、そういうことで担当部署もいろいろと繁忙時期で

もありますが、踏み切るということですね。これが一番だと思います。 

あとは次の春にもつながりますが、遅れていた子どもの医療費支援事業ですね。 

来年度先ほど申しましたような小学校までは佐賀市も通院（及び調剤）も対応するという

ようなことで、その部分での事務的な経費等ですね。先行する部分に着手をしたというこ

とですね。 

 

（記者） 

今日の分はよろしいですかね？ 

じゃあ、市政一般の分を各社さんお願いします。 

 

（記者） 

玄海原発の審査書案が了承されたことについての市長のご見解を伺いたいのが一点と、あ

とフリーゲージトレインの試験が来月再開されるということで、それについても同じくご

見解を伺いたいです。よろしくお願いします。 

 

（市長） 

玄海原発のことについては、いろいろご意見ございます。 

首長の中にも慎重な意見、根強いものがございます。 

うちも原発そのものに対する考え方としては 

原発に依存しないでいいように再生可能なエネルギーの確保というのを 

努力をして欲しいと。またすべきだと。 

そういう風な気持ちでおることは間違いございませんが、現実的な話として、そういった

ものが確立するまでは原発の再稼動も止むなしという立場を私はとらせていただいており

ます。 



そういう中で玄海原発が指摘がありましたように国の方での審査が通ったということでご

ざいます。 

あとは知事とあるいは関係市町、それとできればそれを少し広げてくださいという声もご

ざいますのが、そういう部分での対応策になると思います。 

私自身がそのことについて、どうこうする考えはないと。 

３０キロを越えているという部分に加わって、またうちもそういう専門家も置いておりま

せんので、それについての独自の対応というのは特別考えてもおりませんし、成り行きを

見守ると。 

ただ秘密裏に隠されたような形で事業の開始が進められるとすれば、それは問題ではあり

ますが、情報等十分に公開をされて、安全性には十分に注意をされて、運転される部分に

ついては、止むを得ないんじゃなかろうかと考えております。 

 

それからフリーゲージの話でございます。 

なかなかフリーゲージ、確立がされないわけでございますが、私のところとしては、フリ

ーゲージ、県の方針とおなじようにフリーゲージで対応していただきたいと。 

そして運行開始も、今約束をされている日にちを守っていただきたいというのが率直な願

いであります。 

フリーゲージの部分がうまくいかないからフル規格に切り替えろという声も聞こえては参

りますが、今はまだそういう段階ではないんじゃなかろうかと思っています。 

 

（記者） 

駅周辺の整備構想のことでお聞きしたいんですが、先日、骨子案が示されたんですがこれ

を踏まえて市長のあらためて駅周辺、中心市街地、玉屋あたりも含めてどんな街づくりを

していきたいかということをお聞きしたいのと、今日、ゆめタウンの方がリニューアルオ

ープンして、先ほど私も行って来たんですけど、やはりかなり集客力がまたアップして来

るなと、こういう中で市街地の空洞化が懸念されると思うんですが、そういう中で市全体

を踏まえてどういうふうにしていかないといけないか、市の全体の経済状況、まちづくり

を踏まえてお聞きできればと思います。 

 

（市長） 

佐賀駅周辺の部分ですね、これは、ゆめタウンができる前から、いろいろ佐賀市が合併す

る前からでございますが、議論をされた部分でありまして大きな骨子としては駅周辺を一

つの重点区域、そして玉屋それから、今あるエスプラッツあの辺一帯、少し範囲は広くな

りますがあの辺も大きな核、２つの核を中央大通り、唐人町の通りでつなぐという２核１

モールというような考え方で進められていました。 

これはかなり前からの方針としてあります。 



それは踏襲しております。 

で、全てに一挙に解決するすべを持っておりませんでしたので、とりあえず玉屋あるいは

エスプラッツあの周辺の中心部を何とかしようということで公的施設等を誘致して、そし

てそれなりに手がけてまいりました。 

 

その中にバルーンのミュージアム等も入ります、まだ、できていないのがＮＨＫさんの建

物というところで大体一段落をするというところでございますが、その中から松尾建設さ

んが新たな、耐震性の問題もあってビルを建てられるというようなもの、それからまた、

玉屋さんあたりもあそこで頑張っていただいておりますが、なかなか苦戦もされています。 

そういった部分については、やっぱり何とか役所もあのところはもう済んだということで

はなくて、それなりに次に目を向けながら頑張っていかなければならないと思いますが、

相対的に見ますとやっぱり国体、あるいは新幹線の開通等をですね睨んだ場合に、やはり

駅周辺には一定の方向性を出してそして進んでいかなければならないということで、２年

ほど前からそちらの方にも目配りですね、そしていろいろ検討をしていただいたり、調査

等も進めてまいったところであります。 

 

そういった中に、先ほど指摘がございました西友の駐車場の問題ですね、これはＪＡ中央

さんと協力して１つの建物を作ってその中に佐賀市の１つの目標でありましたコンベンシ

ョン機能を持たせた施設を包含していただきたいというような形で進めてまいりましたが、

そちらの方が時間的なものもございまして、そこから離れざるを得ないと、その複合ビル

は、あきらめざるを得ないというようなことでございますが、まだまだ、コンベンション

的な機能を、あの周辺に持ちたいという気持ちは、まだ変わっておりません。 

そういったものを含めて佐賀市の検討委員会の中で突っ込んだ議論をしていただくと。 

 

今、議論されているものは、まだ漠としたものであまり具体的なものではないので、もう

少し詰めていただくあるいは今後、５０人委員会等でもそういった部分での意見を聞きな

がら年度末に向けて１つの区切りと言うんですか、構想が、青写真的なものが、皆さんに

お示しできたらなぁという段階でございます。 

 

（記者） 

少し補足で、この前の構想の会議の中で有識者の方からも、ランドマークのような機能が

駅前には必要だというふうなお話しがあったんですけど、ランドマークっていうのは例え

ばコンベンションとか何かしらそういう、いわゆる建物というか集客施設というか、そう

いったものがやはり駅の周辺には必要という考え方は、お持ちということで良いですか。 

 

 



（市長） 

ゆめタウンとの関係も言われましたが、やはりそちらの方に多くのお客さんを取られるの

ではなくて、駅周辺から南に向けて歩いていただくと、そういうような部分での拠点にで

きるような、そういうものができたらなぁというような気持ちがあるわけでございますが、

それを具体的にどういう形で実現させるのかどうか、そこら辺についての議論は、まだ始

まっていません。 

 

（記者） 

商業施設だったり、さっきのコンベンションとか、そういったまだ形態も分からないとい

うことでしょうか。 

 

（市長） 

そうですね、睨みとしては、県との協議を今、入ったところでございますが、国体に向け

ての総合グラウンド、あっち方面とのつながりですね、アクセスを含めたつながり 

そういったものを捉えていかなければならないんじゃないかなということでございます。 

 

（記者） 

オスプレイの佐賀空港への配備計画で、先日デモフライトが終わりました。 

これまで要請があって２年以上が経過しているんですけれども、あらためて今の市長の計

画に対する、お考えを教えてください。 

 

（市長） 

オスプレイについては、デモフライトの時にも、囲み取材の中でお答えしたんですが、デ

モフライトに対する印象というのは１機だけということですね。 

私は、かなり離れたところから聞いて影響度合いを直接耳にしてみたいということで、知

事らと一緒に回った訳でございます。 

そういう中でヘリモードになった時の音というのは結構高いものがございましたが、あれ

だけで全てを判断するのは難しいと、やはり編隊を組みますので、オスプレイだけじゃな

くてヘリコプターですね、ヘリ部隊、それとオスプレイの実際、通常、編隊を組む時の、

そういったものがやっぱり必要ではないかな、そういう風に思いました。 

ただ、今の時点でまだ、県も態度を示しておりませんし、ここで音が高いとか低い、だか

らダメだとか何とか言う段階ではないんじゃないか、どうしようと思っているのかですね。 

いわゆる自衛隊として使うことについての考え方、それを受け入れようとするのかしない

のか、そこら辺を漁協を含めて、どういう風にされるのか、そういったものを私は注目を

しているということでございます。 

 



（記者） 

関連してなんですけれど、防衛省側は、佐賀市全体での住民説明会をもし要望があれば開

く考えがあるとしているんですが佐賀市側は、それを要望する考えはあるんでしょうか。 

 

（市長） 

今の段階ではそこまでいってないと。そういう覚書の付属資料ですね、 

あれに書いてあるのを変更したいという事で双方の意見の一致をみたときに初めてそうい

うことが言えると思います。 

他にもまだ調査してほしいものあるわけでございますが、それと合わせてやはり市民の意

見を聞くという場では、 

そういうことも説明会ということになるのかもわかりませんが、そういうのも必要になっ

てくるかなと思います。 

しかし、先ほど申しましたように、前提の部分がはっきりしない中に、そういう所ばかり

先を行くべきじゃないかなと私は思っています。 

 

（記者） 

前提の部分っていうのは、どういう部分を指してらっしゃいますか？ 

 

（市長） 

今から 20 数年前ですね、佐賀空港を作る時に住民との関係で、かなり当時苦労された人た

ちが約束した中身ですね。 

これは漁業団体と県の当時の当事者ですね、最終的には知事の名前が出てまいるわけでご

ざいますが、そういう人たちが、取り交わした約束事、これがまだ私は生きていると、 

これが生きていれば必然的にオスプレイ含めて自衛隊が使うことについて問題があるんじ

ゃなかろうかと、そういうような中身になっているはずですから、それをどうしようとす

るのかですね。関係者がやっぱりそれを整理すべきだと 

それが前提ということでの意味です。 

 

 

（記者） 

すみません、先ほどの質問に追加ですけれども、いわゆる公害防止協定について、県と漁

協が自衛隊と供用するという文言があっても来ていいんだという認識がもし共通認識で出

来た場合に、市長も受入れについて考えるという考えでよろしいでしょうか？ 

 

（市長） 

そうですね。供用しないという文言があると。 



で、それは、あの当時、私の立場からすると、当時の首長さん、関係するところの町の首

長さん立場ですから、それを引き継いだ形であるわけですから私は立会人と言う立場でも

って、当事者の中の片方がいやあれは壊したくないと、いわゆる約束ごとについては、そ

のままにしておきたいという事であれば、立会人としてはそれをやっぱり尊重する立場で

あるという。 

 

双方が一致してやむを得ないと言う風になった時に、そこから私は解放されて、それじゃ

あ佐賀市としてどうなのかと。 

あの影響についてはどうなのかと、いろんな問題が、調査等含めて考えなければならない

ものが出てくると思います。 

そういったものを、その後にそういったものが整理されていかなければならない。 

まずはお約束事だという附属資料ですね。 

 

（記者） 

別の話題なんですけれども、来年 10 月には佐賀市長選挙があるんですけれども、 

来期に対する秀島市長の今の現時点での考え方について教えてください。 

 

（市長） 

来年の秋、10 月ですが市長を含めて、市長と市議ですね、選挙が改選があります。 

そういうのは、当然頭に入っていますが、今のところまだし残した仕事ですね、先ほどか

ら問題提起等あっております事業のやり残し部分の方向性の確立とかなんかですね、そう

いったものをさせていただくという事で、今そちらの方を深くは考えていません。 

 

 

（記者） 

一般論としての質問なんですけれども、多選については市長はどういうふうに考えていら

っしゃいますか？ 

 

（市長） 

２期とか３期とかですね、それを３期を超えたら多選の部類に入るような感じで、 

マスコミが書かれているのを私はよく耳にするわけですが、３期を超えてやることが多選

だとすれば、 

のきなみ多選がダメだというふうには、私はとらえておりません。 

やっぱり問題点をきちんと整理して関係者と一緒になって、職員ほか関係団体等と一緒に

なって一生懸命やるそういう姿勢があれば、多選でもＯＫではないかなと思います。 

ただ、内部的にマンネリ化とかですね、よどむとかそういうマイナスの部分もですね、よ



く指摘されますが、そういった部分は当然払拭していかなければならないし、そういった

ものが見られるようになったら、やっぱり改めるべきだと。 

 

だから、一言で多選だから、良いとか悪いとかじゃなくて、その人の政治姿勢としてどう

なのかと。 

だから、３期でもそういう状況が出てるとすれば、当然そこを変えるための、変える為と

いうか、そういう意味では変わった方がいいんじゃなかろうかと。 

そういう考え方も理解できます。 

 

（記者） 

いつごろまでに、その来期について決めようと思っていらっしゃいますでしょうか？ 

 

（市長） 

そうですね。 

いろいろ立候補を予定される方、心構えがあると思いますんでですね、あまり行き当たっ

てからも、 

まずいかなと思いますが、まあ来年の６月議会までくらいにというような感じで、今のと

ころ思っています。 

 

（記者） 

時事通信です。フリーゲージでちょっと確認なんですけれども、 

先ほど私としては県の方針と同じくフリーゲージで対応していただきたいと考えていると

の趣旨のことをおっしゃっていましたけれども、これ、すみません、佐賀市の立場として

フリーゲージを推進する背景にどういうものがあるのか、ちょっと説明していただけます

か？ 

 

（市長） 

まずは、今はそういう議論はほとんどないかもわかりませんが、10 年前、私が市長になる

前ですね、いろいろそのこと議論されています。 

まず、新幹線が必要なのかどうかなのも議論されてですね、そういう時期がございます。 

両方ございました。 

新幹線“必要なし”とですね、“必要である”というのも意見が出ております。 

そういう中で、私が当初、県から以前の市長が新幹線に対する指摘も色々されておりまし

たので私になってから、こういう形で新幹線を迎え入れたいから、どうですかということ

で提案を受けたのがフリーゲージだったんです。 

だから、フリーゲージであれば、直接的な負担は考えないでいいから、フリーゲージでし



ていただけるならそれでいいですねというような事で、議会にも答えてきたし、議会と一

緒にここで説明を聞いたんですね。 

 

そういう方向性だと思います。 

それがフリーゲージでなくなるとどうなるのかと、技術的にダメなのかどうかもちょっと

問題になってまいりますが、フル規格だと、まずルートをどうするのかですね、今の在来

線の所につけられるのかどうか、そういった部分も問題になってまいりますが、そういっ

たものは、別途検討いただくとしても、フル規格であると、かなりの財政的な負担も覚悟

しなければなりません。 

そういったものからすると、それよりも先にしたいものがあるというのが事実でございま

す。 

 

（秘書課長） 

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。 

皆様、ありがとうございました。 

 


