
平成 29 年新春記者会見 

 

日時：平成２９年１月４日（水）１５：００～１６：０５ 

場所：佐賀市役所 本庁 2 階 庁議室 

 

（司会） 

みなさん、こんにちは。 

定刻になりましたので、ただ今から、新春記者会見を行います。本日は市長が市政方針

についての説明を行い、そのあと質疑を行います。 

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、秀島市長よろしくお願いします。 

 

[はじめに] 

（秀島市長） 

 それでは皆さん、改めまして新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお

願いいたします。新年の話で、新年の部分から入らなければなりませんが、どうしてもや

はり昨年の熱気球世界選手権の話が関連して参りますのでそちらの方から入らせていただ

きます。 

 昨年は３回目の、１９年ぶりの熱気球世界選手権でいろんな記事等でご支援いただきま

して、おかげさまで１３０万人を超える皆さんに楽しんでいただけたということで、この

場を借りて改めて感謝を申し上げたいと思います。いろんなことがございましたが、私は

こういう切り口で成果というものを出してみたいと思います。 

 

 それは、連携・チームワークに繋がると思いますが、昨年佐賀の上田 諭選手が並み居

る強豪相手に１３位という成績を収めていただきました。普段は競い合う仲間の中の２人

がクルーとして参加をしてくれています。 

上田選手が言っていますように、「バルーンも世界大会という大きな大会になると、個人

の競技ではない。チームプレーだ。佐賀の風を良く知った仲間と一つのチームで頑張った

おかげでこのような成績だったのではないか」ということです。ややもすると、ナンバー

３ぐらいまでが目に付きますが、あのような大舞台で佐賀の代表選手が頑張ってくれたと

いうことは、チーム力があったということで私は評価をしたいと思います。 

 

そのチーム力というのは、私たち佐賀市役所の中でも当然必要なものであります。今の

行政、佐賀県内の連携はものすごく大事になっていると思います。もちろん、役所内では

一つの課だけでなく、よそと連携、一体化していく。そして同じ情報の基に、同じ方向に



進んでいく。ある意味では競い合う部分もあるかもしれませんが、補完しあう部分も必要

ではないかというのを、あの大会から感じ執務初め式の挨拶でも取り上げたところです。 

 そういう中で佐賀市は頑張っていかなければなりませんが、今年は選挙の年です。 

 

市長の選挙もございます。もう一つ、市議会議員の選挙もございます。いろいろ入れ替

わりはあると思いますが、私にとっては今まで積み重ねてきたこと、続けなければならな

いものを選択させていただいて、実らせる必要があるものは私の時代で実らせる、そして

次の時代に繋いでいかなければならないのは、次なる段階につないでいくということが今

年はあるのではないかという気持ちです。 

 

いずれにしても、役所というのは止まるわけではありません。一緒になって精一杯頑張

らせていただきたい。また職員もそれに充分答えるだけの力を持っているし、熱意もある

と思っていますので、見届けていただきたいと思います。 

 

[本市の人口について]（資料１ページ） 

 それではまず本市の人口について話します。 

一昨年の国勢調査の結果がまとまりまして、やはり佐賀市も減っているんですが、減り

方が当初予測していた数値等からすると比較的少なくて済んだ、四分の一ぐらいの減で済

んだということです。 

そういう意味では「よかったな」とほっとした感じですが、同じ市内でも町区によって

はかなり減った所、幾分増えた所などございまして、特に中山間地の減り方には注目して

いかなければならない。 

佐賀市にとっては非常に大事な場所でもありますので、これ以上できるだけ減らさない

ような工夫をしていかなければならないと思っています。 

 

そういう部分での成果が富士町、三瀬村あたりに少し出てきているということです。地

域の若い人たちの活力や取り組みが、実を結んでその方向性も出てきておりまして、富士

町では移住者がいくらか増えてきている。三瀬村では地元の若い人を含めた活性化の協議

が真剣になされていて、期待ができるのではないかと思います。 

 それでは今年の取り組みを７項目にわけて説明したいと思います。 

 

[“佐賀の誇り”の発信]（資料２ページ） 

 まず「佐賀の誇り」の発信をするということです。 

 おととし、「東よか干潟」について、ラムサール条約の湿地登録をさせていただきました。 

まだビジターセンター等もできていません。 

地元の皆さんの討議の場でどういうありようがいいのかという議論をしていただいてい



るところです。ちょうど、この季節には渡り鳥がたくさん飛んできています。行かれると

「ああ、これだ！」と思っていただけると思います。 

そのような中で一つの課題はワイズユースです。干潟の保全とワイズユースを推進する。

また、展示・学習・交流の拠点施設の整備に着手するということです。 

特にこれは国の補助金等を受けて施設を作るということも一つの方法ですが、順番を待

っているようなこともありますので、この部分はそれまで待てないということで市の単独

経費もつぎ込んで作らせていただく。 

 

今、企業版のふるさと納税制度が昨年できています。 

これを使わせていただきたいとやっています。シンシアというアルビータの親会社にな

ります。 

そういう企業が「手伝いますよ」と手を挙げていただきましたし、他の関連企業で「う

ちもよければ」という声が年末に挙がったと報告も受けております。 

そういう力に頼ってこういうものを姿の見えるものにできればと思っております。 

 

 二つ目は「東名遺跡」です。 

これも佐賀市の課題です。８０００年前といわれる古い文化財の保存をしていく。 

それなりの展示スペースが必要だということです。どういう形がいいのか。 

同じ北部の地域では合併前に大和町に作られた肥前国庁跡もありますが、あちこちばら

ばらに作っていいのかという意見もありますので、できればある程度まとめるのも、これ

からの人口減の時代では必要ではないかなということも含めてあり方を検討することにし

ています。 

 

 三番目は「世界遺産」です。 

三重津海軍所跡。これは私が説明する必要はないと思いますが、ガイダンスの整備をし

なければならないということです。 

これもすぐ近くには佐野常民記念館という施設がございます。 

そういう部分とのすみわけ、機能分担をどうするのか。 

あの地区には公民館建設も必要ですので、総合的に考えて機能分担をしながらガイダン

スの施設整備を図っていく必要があるという検討を今もう始めておりますが、完成させて

いければと思っています。 

 

[バイオマス産業の推進]（資料３ページ） 

 次は大きな項目で「バイオマス産業の推進」を掲げました。 

バイオマスというのは佐賀で聞きなれた言葉ですが、これに対する評価について国交省

の下水道の課長さんが「佐賀で取り組んでいる廃棄物からＣＯ²等を取り出してやる動きと



いうのは、日本でも注目に値するし、世界的な注目を浴びるものでしょう」ということで

した。 

 

 これとダブらせて考えますが、ある新聞社が特番で「その時日本は佐賀を見ていた、佐

賀は世界を見ていた」ということとなぜか重なる気持ちです。 

必ずやこれからの地球環境を考えるとこれは佐賀でやっててよかったと評価できる事業

になるだろうと思い、随時進めていきたいと思います。 

 

 まず、去年アルビータさんが工場で操業を開始されていますが、その北の土地は以前工

業団地として予定していましたが、国が「農業用地を工業団地としては利用できない」と

いう方針がだされたためそこで止まったままになっていました。 

農業に関連する施設であればよかろうということで、藻類の培養施設として利用したい

と考えています。 

 当然、アルビータさんもこちらの方に拡大したいという希望をもっておられ、その希望

とも合致しますので佐賀市が取得をして培養施設として整備をするため土地の確保をする

予定です。 

 

 次の「藻類による新産業の創出」。藻類の培養・バイオマス産業はものすごく裾野が広い

というか奥行きが広いといえます。 

我々が思い描いている以上に拡大していく。 

そうなると、ひとつの佐賀の産業となりますし、そこから大きな雇用も生まれてくる。 

そういう部分を専門機関である佐賀大学や、この藻類では、トップを走っておられる大

学の筑波大学と連携して、ここに書いていますように培養・育種・利活用等に関する共同

研究を進めてまいるということでございます。 

まさに産官学金による藻類の部分での手を結んで、そして協会等をして、これからどん

どん広げていくと、可能性を求めていくと、そういう事業に着手をしたいということで掲

げているところであります。 

 

[子育て・教育環境の充実①]（資料４ページ） 

次は子育て教育環境の充実のくくりでございます。 

発達障がい児ということですね。 

どんどん増えているということは、これまでも再三、私報告をしております。 

私が市長になった時には２パーセント台だったものが、１０年後の今ではこれが７．３

－４パーセントと。これは全国的な傾向でございます。 

なぜかということですが、私たちが小さい時に、あるいは記者の皆さんたちが小学校時

代にそういう状態だったかというとですね、非常にそこが問題になってくるわけでござい



ますが、以前はそんなに気づかなかったというよりは、そういうこどもが少なかったとい

うことが、近年どんどん増えています。 

 

いろんな見方がございますが、増えているという事実は確かでございます。 

誰もが認めるところであります。 

それで、何で増えているのかと、原因はというと、なかなかそこにたどり着けきれない

と。 

いろんな理由を挙げておられますが、その原因を早く究明して、そして止められるもの

ならば、止めたいと。発達障がい児を家族に持つ親御さんたちの気持ちを考えると、一刻

でも早く、もとの部分を早くはっきりさせて、そして先ほど申しましたように、止められ

るものがあったら、止めたいというのが願いでありますが、そこがなかなか進まないと。 

しかし数は増えているから、今学校の現場は大変でございます。 

 

佐賀市もかなりの額をこの部分に上乗せとして投入をしているところでございますが、 

そういう中で、この発達障がいというのは一つの病気でございますので、 

できるだけ早く対応をしたら、社会性がそれなりに身に付くということで将来的な社会生

活がそんなに心配しなくてもいいというふうにも言われています。 

 

そういう意味では、早めに早期に発見をして、そして早期に療育をするというのが必要

でございますが、ここの部分については、かなり専門的な要素が必要になってくると。 

そういった部分が今、ＮＰＯ等をはじめとする民間の力に委ねているような状況でござ

いますが、その施設にはかなり行列を作って待っておられるというような状況でございま

す。 

それで、その部分をできるだけ、やっぱり行政として見逃すわけにはいかないと。 

やっぱり緩和する必要があるということで、佐賀市は来年度後半になると思いますが、 

独自で療育施設を作って、そして相談あるいは療育に踏み切ろうかということで、今準備

をさせていただいているところでございます。 

それが発達障がい児への支援でございます。 

あくまでも、やっぱりそういうこどもをなんとか防止といいますか、予防ができたら予

防の段階にも力を入れていかなければならないというのは、まだそういう望みは捨てては

おりません。 

 

それから子供子育ての部分で妊娠出産への包括支援。 

今核家族化のなかで、めでたく赤ちゃんが産まれ可愛がっておられますが、 

やっぱり周りの人たちの支援等が加わらないと、孤立化してしまい、子育ての段階でお母

さんが不幸にして欝状態になったりなんかして、家庭が非常に冷たくなってしまうという



ことも聞いております。 

そういった部分で、専門医等の相談をできるだけ速く、あるいは継続して切れ目なく、

受けられるような、そういう支援体制をとるというのが、ここの部分でございます。 

それから子育て家庭の負担軽減。 

 

これは佐賀市が特に進んだというものではありませんが、 

どちからかというと遅れていた部分ですね。 

医療費の助成制度、こういったものについては県内ではどちらかというと 

遅れていた部分でございますが、県の制度見直し等もございまして、 

佐賀市も一緒に（現物給付化に）なるということと、その時期とあわせて助成制度を小学

生まで（これまでの入院の助成に加えて）通院とか調剤といった部分を助成するというこ

とに踏み切る予定でございます。 

４月（診療分）にそういう方向で進みます。 

 

 

[子育て・教育環境の充実②]（資料５ページ） 

続きまして、同じ子育て・教育環境の充実のパート２の部分でございますが、保育の受

け皿の拡充、これも長年、佐賀だけじゃなくて、全国的にも言われています。 

特に都市化した自治体にあっては、この部分の必要性というのが非常に高うございます

が、佐賀市も今４月の時点で待機児童がでてくるという状況でございます。 

そういった部分についての対処をするということで、保育園、認定こども園等の協力を

得ながら進めて、できるだけそういったものを解消できるようなことに取り組んでいく予

定であります。 

 

それからまた保育所・保育園だけでなくて、学校にそういうこどもさんたちが行き始め

ますと、学童保育といいますか、放課後児童クラブの部分での不足が目立ちます。 

学校によって学校の差がいくらかございますが、学校によっては、かなりそういった部分

で不足してるところもございますんで、そういった部分の整理とあわせて４年生以上のこ

どももそういった施設を利用したいという要望がかなり出ておりますので、そういった部

分でも対応できるような形にしたいということで上げております。 

あと、小中学校へのエアコン設置ということでございますが、 

これは議会等でも話になって、今事業を進めておりますので、随時整備ができていくと、

そういう風に思います。 

 

[福祉の充実]（資料６ページ） 

次が福祉の充実というくくりの中でございますが、まずは互いに支えあう地域福祉の推



進、今福祉というのはかなり複雑な機構になっています。 

ややもすると、大きくなった組織では「うちではなくあっちの課だった」という形で悪

い言葉でいいますと、たらい回し的な要素が出てまいりますが、そういうことのないよう

に組織が大きくなってもそういう部分では綿密なかゆいところに手の届くような窓口体制

を充実させたいということで、ここにあげております。 

 

お互いに支えあう地域福祉の推進とワンストップ窓口の開設という部分で、ございます。 

そういう中で上の方は、今民生委員さんと、５３０数名（５３８名）おられますが、やっ

ぱり数が十分でないと、特に高齢化した中では、もっとやっぱり地域で頑張ってくれる人

たちの（福祉）協力員というのが必要だということでございます。 

特に災害等が発生した時には、人手不足というのは間違いござませんので、そういった

部分を含めまして、協力していただける体制もこれで合わせて構築をしていくというのが

上の方の部分でございます。 

 

[中心市街地の街づくり]（資料７ページ） 

次は中心市街地のまちづくりでございます。 

まずは佐賀駅周辺であります。昨年コンベンション関係でできればと思ってですね、複

合ビルをお願いするつもりであった訳ですが、なかなか上手くいかなくて今止まっている

ような状況でございます。 

どの場所がいいのか？やっぱり駅周辺がいいというのはわかるわけですが、それでいい

のかと？そういった部分を含めて今検討をさせていただいておりますが、その部分の元を

なします佐賀駅周辺整備の部分でございます。 

 

佐賀駅周辺整備というのは、当然ＪＲの佐賀駅がからんでまいりますが、ＪＲの佐賀駅、

これは新幹線とのからみも出てまいります。国体のからみもでてまいって、今のままでい

いのかというのも問われると思います。 

世の中ではフル規格というのが、かなり主流になってきたようにも私は感じますが、ま

だまだフリーゲージというのも捨ててはいないと。県もそうでございます。 

そういった部分で、どうなるのかというのが非常に悩ましい部分もございますが、とり

あえず今のところ、フリーゲージ方式で佐賀駅周辺のありようが大体でておりますので、

そういった部分とあわせた駅周辺のまちづくりというのが出てまいります。 

 

圧倒的には国体等がからんでまいりますと、駅北の部分ですね。 

これが今のようなままでいいのかと。非常に使い勝手が悪い、案内的にしにくいという

部分もございまして、駅南、駅北、この部分での双方の役割等をどう分担させるのか。 

そういったものを含めて駅周辺の計画の基本構想というのが、まもなくできあがると思



いますので、それを受けて計画づくりに入ってまいります。 

 

それから、それと密接な関係がございます中央大通りであります。 

この中央大通りというのは、先ほどの佐賀駅周辺とまちなかの４核エリア構想ですね。 

この部分との関係でございますが、それをつなぐ部分としてあるわけでございますが、

その部分についてのありよう等、これは前から検討等をしていただいておりますので、 

そういった部分での検討の集約がそろそろ出てまいると思います。 

 

それから一番下のまちなか４核エリアの再生。 

こちらの部分になってまいりますが、この部分は今年からＮＨＫさんが県庁北側に、お

堀北側に局舎を建てられるということであります。 

以前の部分での４核構想のほとんどができあがるということになる訳でございます。 

その部分ができあがるけれども、今度はここをつなぐ通りの部分ですね。 

結構古い建築物があると。昭和 40 年代にできた古い建物がございます。 

それが耐震性のないものがほとんどだという部分で、こういった部分でのまちづくり、

あるいは耐震補強や建て直し、そういった部分での助成等も含めたところでの考え方が確

立されなければならないと。 

いわゆる助成等をふくめたところでの考えをするということで、関連がこの３つについ

てはあります。 

 

[産業の活性化]（資料８ページ） 

続いて産業の活性化ということで農業関係が主になっておりますが、まずは、一番はじ

め一次産品の流通拡大ということで、首都圏では今アンテナショップは持っておりません

が、それに似たような部分で民間にお願いしている部分、あるいは佐賀の食材等にほれこ

んだ、と言ったら言葉が悪いかもわかりませんが、食材等を評価していただいて、そうい

った部分を使う、見せる。 

おまけにそこで佐賀市のイベント、観光的なＰＲと、それからまた佐賀の６次産品等を

宣伝していただいている店が東京の方でもいくらかございます。 

最近では大阪の方にも、そういった宣伝していただくようなお店がでて参りましたので、

そういったものを大事にしながら進めていきたいと思います。 

もちろん台湾あたりへの進出も十分視野にいれた取り組みをさせていただきたいと思い

ます。 

 

２番目が企業誘致の推進でございます。 

工業団地は完売しておりますので、用地がございません。 

次なる工業団地というのを大和地区に求めるべく今準備を進めているところでございま



すが、 

それとあわせて、ＩＣＴ関係ですね、ＩＴ関係の事業、事務系企業を佐賀市内の空き店

舗等を活用して進出していただく、そういうようなことを考えています。 

それから「さがん農業への支援」ということで、いろいろ後継者等、あるいは中山間地

の農業の継続、そういったものを踏まえますと、６次産品の分での支援やあるいは、ＧＡ

Ｐの認証等を図って、そして独り立ちしていただけるようなことをしていかなければなり

ませんし、また新規就農者の育成に向けた取り組みもしていく、いわゆる支援であります

が、そういったものを農林水産部では力を入れてやるという部分をここに記載しておりま

す。 

 

[安全・安心のまちづくり]（資料９ページ） 

最後に、「安全・安心のまちづくり」でございます。 

まずは、佐賀が弱いと言われます浸水対策でございます、完全に浸水を排除することは、

今の段階で今の地球環境からしますと無理なようでございますが、できるだけそれを軽減

すると、あるいは頻度を抑えていくというようなことで頑張らせていただいております。 

 

この中には、よく私が言っておりますが、川の上流部とそれから下流部、そういった部

分が合併によって気持ちがつながる、そしてまた樋門等の操作についても連携が取れるよ

うになってかなりの部分緩和をされて、良い方向に進んでおりますが、それよりも地球環

境の方、いわゆるゲリラ豪雨の頻度がかなり高くなっているということでござまして、そ

ういったのが佐賀を襲うとまた大変なことになりますが、そういった時のことを含めて対

応を考えておかなければならない。 

 

そのためには小刻みではありますがハードの面での整備をさせていただくということで、

今年の雨季には間に合いますが諸富の石塚ポンプ場が稼動できるようになりました、整備

がほぼ済む段階でございます。 

 

あとは、市内のネック箇所となっています、新村愛敬水路ですが、この部分についての

改修工事とか、それからまた西与賀の厘外ですね、こちらの方も雨の度にひやひやしてい

ますが、こちらの方にもポンプ場を作らせていただくということで、そのポンプ場の着工

が今年予定しております。 

 

あと最後に、建築物の耐震化でござます、先ほどちょっと触れましたが中心市街地を始

め色んなところで耐震性を問われる建物が佐賀にあるわけでございますが、そういったも

のについての耐震性を確保していくということですね、そういう支援措置を住宅を含めて

取り組む予定でございます。 



 

[トピックス]（資料１０ページ） 

最後になりますが、これは施策というよりも今年のトピックスということで、まずは、

アジアの湿地シンポジウムが今年秋にあるということであります、世界的な会議でござい

ます、ラムサール条約関係でございます。 

 

それから、最後に市営バスのカードですね、市営バスが非常によそから来た方にとって

は乗りにくい、カードで乗れないじゃないかと、そういうお叱り等もいただいてたわけで

ございますが、そういったものを解消してできるだけ乗りやすい状況を作って市営バスの

経営等の一助となればということで始めた部分でございますが、今年の２月１６日から佐

賀市営バスにあってもカードが使えるようになるということをトピックス的に出させてい

ただきました。 

 

以上が、２０１７年佐賀市の主な取り組みと言いますか、重点課題となるものでござい

ます。 

先ほど申しましたように、職員一丸となってこういったものについて完成を目指して頑

張りたいと思いますので、よろしくごかんさつのほどをお願い申し上げます。 

 


