
平成２９年２月 市長記者会見 

 

 

平成２９年２月定例会の議案について 

日時：平成２９年２月２１日（火）１３時３０分～１４時３９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、パワーポイントの資料である「平成２９年度当初予算（案）の

概要」及び「平成２８年度２月補正予算案の概要」の２点を置いております。 

また、先日の事前レクで配布した資料が「議案の案件一覧」と「当初予算案の概要」、「当

初予算資料」、「２月補正予算（案）の概要」の４点となっております。 

よろしいでしょうか。 

本日は、条例議案関係、当初予算、補正予算について通して説明をしてから質疑応答を

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

行っておりますので、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。 

 

■市長概要説明 

（市長） 

 皆さんこんにちは。早いもので、いわゆる通常の３月議会ですね。 

２月の末からということで２月議会になっておりますが。その前の定例会見をさせてい

ただきます。 

 

【平成２９年２月議会案件について】 

 

 ２月議会に提案する案件ですが、こちらの方に書いておりますように案件一覧から説明

させていただきますが、当初送付が３４件。議案として３２件で報告事項が２件になって

います。 

下の方にまいります。 

当初送付の部分で、第１号から９号まで、これは平成２９年度の当初予算です。 

それから１０号～１６号までが平成２８年度の補正予算になっています。 



私の方から大まかな部分の説明をさせていただきまして、不足する部分については部長

の方から補足して説明があるかもわかりません。 

 

 それでは、予算関係は後から説明するとしまして、条例関係に入りますが、まず、障が

い福祉課の第１７号議案の「佐賀市障がい児通園施設条例」ということでございます。 

皆さんご存知のように、発達障がいに私たちは集中させておりますが、こどもの数です

ね。 

小学校の生徒の中でも平成２８年度では９００人近くの気になる子どもがいると、実際、

専門機関の診断を受けた人と、受けなくても学校の複数の先生から見て「あの子は気にな

るな」という子どもを合わせますと７．３％になっていると。 

１０年前ぐらいが２％台だったのがぐーっと伸びているということで、非常に心配であ

るわけです。 

小学校に入ってからもそれなりの対応、中学校あるいは社会人になってもそれなりの対

応が必要でございますが、できるだけ早い時期に発達障がいであれば対応したほうが良い

ということですね。 

 

療育した方が良いということですが、診断する機関も不足していますし、また、療育す

る機関も施設も不足しているという状況を見て、佐賀市は、直営で療育施設をスタートさ

せようかということで、平成２９年度の予算に経費を組んでおりますし、今回、条例議案

として提出するものであります。 

つい先日も、ここにおられます新聞（社）の中で「心のケアをする施設が不足している」

という九州全体のものを扱った記事を掲載していただいておりましたが、そちらの部分と

こちらの部分が重なるのではなかろうかと思うところであります。 

後で、予算のところでも説明させていただきます。 

佐賀市の場合は未就学児と、範囲が広いので絞らないとどうしようもないというところ

でそういう条例を制定させていただく部分です。 

 

その次の農業委員会の部分ですが、農業委員会では農業委員会に関する法律等改正にな

りましたので、それに対する対応です。 

あと、２ページ目に入りまして、行政経営課の第２１号議案ですね、先ほど少し触れま

した子育て関係、だんだん複雑になっています。 

保育所・保育園、幼稚園、学校に行った時の部分、いろいろ出てまいりますが、そうい

った部分での対応ですね。 

事務的にもかなり膨らんでまいりましたので「子育て支援部」を部として整備をすると

いうことで、機構を作るということでの条例でございます。 

  



契約監理課の第２９号と３０号議案ですね。これは小学校の耐震補強とか大規模改造等

やっていますが、その部分についての契約変更にかかる分でございます。 

それから、３２号。母子寮・高木園を今まで公設・公営で・・後半では社会福祉協議会

に委託しておりますので公営といえるかどうかわかりませんが、運営してまいりましたが、

これについて改築の必要性が出てきたということで、今後は民設・民営でお願いしようと

いうことで、既存の財産を譲渡するものであります。 

以上が条例に関する内容でございます。 

 

 

【平成２９年度当初予算（案）について】 

 

その次に、予算関係です。 

平成２９年度の佐賀市の予算でございます。一般会計９４１億、以下、特別会計・企業

会計と出しております。総勢、佐賀市が関係するものとして、１，５３０億近くになりま

す。 

その中で一般会計です。先ほど申しましたように、９４１億ということで、去年の当初

予算と比べると７億円ほど少ない金額になっています。 

 ここで特徴的なものは市税、合併して間もなく、平成１９年に３０４億ということでし

たが、税制の改正があり３００億を割るという状況が続いていましたが、平成２９年度に

なって３００億をちょっと超える金額になりました。これが特徴的なことだと思います。 

 あと、地方交付税がぐっと伸びてまいりましたが、合併後１０年で削減するという影響

を受けまして、だんだん下がってきている状況がグラフで読み取れると思います。 

 

 歳出予算のトータル部分で行きますと、「民生費」ですね。 

構成比で３９．４％。これが１０年前は２０％をちょっと超えるところで行っておりま

したが、もう４割近くに近づいてきたと、これと連動するのが性質別のところで「扶助費」

ですね。これがどんどん伸びているということです。歳出グラフの赤の部分、１０年前の

平成１９年は１３３億円、これが今２５２億ということで、かなりの額伸びているという

ことが実態として言えると思います。 

予算総額そのものも伸びておりますが、この伸びの大きさですね。社会保障的なものの

伸びの大きさ、それが建設関係いわゆる投資的経費にもかなり圧迫をするというような状

況にもなっている思います。 

  

 平成２９年度の重点政策ということですが、その前に、２９年度の予算をどういう部分

で注意しながら編成したかと申しますと、もちろん健全財政を維持していく、配慮すると

いうことをしていますし、今問題になっている人口減問題の社会的要因を克服する、地域



が活性化するという配慮を頭に入れながら（予算を）編成したところです。 

 今年度途中に選挙がございますが、１年通した予算として組んでおりまして、部分的に

は積極的な予算も入れております。総体的には市民の皆さんがこのような予算の中で幸せ

をより感じていただけるような政策予算になっていればという期待感を持っております。 

 

 それでは具体的な部分に入りますが、重点政策の第１番目の「佐賀の誇りの発信」とい

うことであります。 

 ラムサール条約または東名遺跡、三重津海軍所跡など大きな歴史的財産、自然財産を持

っているわけですが、そういったものに対する対応です。 

 

まずは、ラムサール条約湿地登録の部分です。これはワイズユースというのが話題とな

ります。また保全も大事ですが、その点は地域の皆さんたちも、ボランティアガイド等を

含めまして熱心にやっていただいております。これからも醸成し伸ばしていくこと。シン

ポジウムが国内で２５年ぶりと言われていますが、１１月７日から５日間、アジア湿地シ

ンポジウム 2017がございます。それに対する支援の部分もこの中に入っております。 

 

 ２番目の東よか干潟拠点施設整備事業。ラムサール条約湿地に登録されましてまだまだ

ビジターセンターの建設もしておりません。そういうものを、地元の人たちも含めて検討

をしていただいていますが具体的にまとまってきますと、基本的な設計等準備しなければ

なりませんので、そういった予算をこの中に入れています。 

 基本的には一般財源というか、単独でもやらざるを得ない。国の補助を待っていたら時

間がかかりすぎて、熱が冷めてしまうのではないかという心配もございますので、これは

積極的にやっていきたい。その中に企業版ふるさと納税制度を取り入れたらどうだろうか

ということで、今打ち出しているところです。もう２社ほどから支援したいという意思表

示もいただいておりますので、全体的な額からすると大きな金額にはならないと思います

が、そのような制度を取り入れて実現させたいと思っています。 

 

 ３番目の東名遺跡、国史跡になりまして、管理が国交省から佐賀市の方に移っておりま

す。モニタリング調査等義務づけられたものがございますので、そのような事業実施と、

それと併せて文化財センター的なものを整備したい。 

地元からも「整備してほしい」という声が届いているので、そういう方向に向けて検討

を重ねていくという経費でございます。 

 

 同じ「佐賀の誇り」の次なるもの、三重津海軍所跡ですね。ガイダンス施設が十分では

ございません。佐野常民記念館と近くにある公民館と、これと併せて一体的に充実した施

設が展開できないかということで考えているものです。まずは施設の整備に向けて基本計



画をつくる予算が上の部分でございまして、下の部分については駐車場ですね。駐車場用

地が今、河川敷地にありますので、それを外に出して駐車場用地を購入して整備する経費

を計上しています。その予算が３，５７０万円程です。 

 

 次は「バイオマス産業の推進」です。まずは藻類産業拠点地整備事業。今、アルビータ

さんが進出されていますが、その北東に、いわゆる清掃工場の北側の土地に新たなバイオ

マス産業都市施設を、基盤を整備するということでございます。２１ヘクタール弱の土地

を求めまして整備をするという用地購入費と、一部その部分で雨水排水等設備・都市下水

路関係の付け替え等の事業が前段で入ってきます。 

 

 そして藻類産業推進経費１，３００万円でございますが、これは産・官・学・金という

目的がございますが、藻類の大量培養から出てきます生産物をどういう形に活用していく

のかの調査・方法をそれぞれの専門分野で協議をしていただく組織を作っております。そ

れが「バイオマス協議会」、それからもう一つは「さが藻類産業研究開発センター」という

この２つの組織。で、連携をとりながら進めて行くという部分の経費でございます。1,300

万。 

次は３番目の「子育て・教育環境の充実」ですね、ここでまた発達障がいが出てまいり

ました。1,500万でございます。 

ここにあります、個別に対応している写真、これが先ほど申しましたように、ある新聞

社が新聞で出された写真と、私には重なって見えたわけでございますが、とにかくマンツ

ーマン的にも対応をして、そして療育をしながら、社会に順応できるような子供、そして

大人に育っていくことを期待するということで取り組むものでございます。 

 

それから次、これも子育て関係でございまして「産後うつ」ですね。 

今、核家族化しております。 

子育て等に悩まれている、特にお産をされた後のお母さんですね、精神的にも落ち着か

ない状況の中で、子育てが十分対応できないという風になってまいりますと、うつ的にな

りがちだと。 

だからそういった部分で心の支えとして、そしてまた、いろんな子育ての精神的なもの

も含めて支援をするということで取り組むものでございます。 

こういったものについては、佐賀もこれが初めてでございますが、県内でもかなり進ん

でいるといえるのではなかろうかと思っています。 

 

次は子どもの医療費助成事業。これは県内でも一番遅れている分野の部分でございます。 

よそは高校生までこちらの方で対応するということでございますが、佐賀市の場合は小学

校まで。 



今まで未就学児ということで、学校に入る前までの子供を対象にしていましたが、これ

からは小学校までは医療費を助成すると。 

それで、あと入院関係については、中学校までという制度。これは今までと変わりませ

ん。 

これも結構持ち出し経費が大きいものがございまして、総額 6億 5千万ということですね。 

 

次にまいります。 

保育士等の研修会の開催経費。 

佐賀も児童クラブも待機児童がおりますが、保育所に入るにも待機児童がおられます。 

去年もございましたが、年々少しずつ増えているということでございます。 

国が進めています、待機児童ゼロというのを、そちらの方で懸命に担当部署が、頑張っ

てくれておりますが、それ以上に希望者の方が増えているという風な状況の中で、今施設

の不足も問題になっていますが、施設ができても保育士さんがなかなか集まらないという

ことでございます。 

そういう中で現場ではいわゆる保護者ですね。モンスターぺアレント的な部分が出てき

て、非常にまた運営も難しい部分もございますが、そういう中で保育士が不足していると

いうことは佐賀市も実態として軽視できません。 

 

そういう中で保育士さんの資格を持つ人がブランクのある人、また実務経験のないよう

な人がまっすぐ現場に出るというのは、非常に不安な部分もございますので、そういう人

たちを対象に事前研修をしていただくと。 

そして保育所に現場で頑張っていただくと。そういう風な研修会の開催経費がここに入れ

ている部分。一番上の部分ですね。 

 

それから、あとは地域型ということで一般家庭等を使った部分でございまして、一番下

の部分。これは先ほども触れましたように、学童保育、放課後児童クラブ、この部分で不

足する施設、そういった部分を充実させたいということで、取り組むものであります。 

1 億 400 万円。こういったものを見ていきますと、場所によって、校区によっては 4 年生

以上の子供も受け入れられるという部分はございます。 

次は「福祉の充実」の部分です。 

今、それぞれの家庭で、いろんな悩みをもっておられます。一つの家庭で、一つの窓口

だけでは解決できないということで、役所の機構の総力をあげて悩んでおられる家庭を支

援していこうということで、取り組んでいるものでございます。 

 

あと、当然役所の職員のスキルアップの部分も必要になってくるわけでございますが、 

そういった部分で活かして市民の皆さんたちの心配をできるだけなくしていきたいという



ことでございます。これが 1,500万円。 

それから下の方、介護予防教室事業。 

介護の問題も大変なものがございますが、介護の問題もできるだけ予防するという立場で、

いろんなところで交流をしてもらおうと。研修も積んでもらうと。 

そういう風なことで、外に出て動いてもらうということでございます。 

で、その中の一つが買い物等を研修の後に楽しんでもらうというようなことで、街なか元

気アップ教室事業というのを始めることに致しました。 

これの予算が 1,200万ほどでございます。 

 

続いて５番目の項目の「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すね。昨年私の選挙公約でありましたコンベンション関係の部分で、

西友の駐車場の部分をＪＡ佐賀市中央さんと一緒に開発して、そして複合ビルというんで

すか、一つの合築した建物の中でのコンベンション機能の整備をということで考えており

ましたが、そちらの方が行き詰まりまして、実現の見通しが立たないということで、白紙

に戻ったところでございますが、まだ佐賀駅周辺はそれで終わったわけではございません。 

あの辺については基本構想を作って、そして次につなげたいということで、構想がまも

なくできあがりますので、次は周辺整備の基本計画を来年度作るということを含めて 1,650

万円の予算を計上しているところであります。 

 

それから片方、中央大通り、こちらの方も耐震化で問題になる建物がかなりある訳でご

ざいますが、今までかなり手入れをしてきた部分で、その次の展開として中央大通りのに

ぎわいを創出するために再生計画というのを数年前から考えさせていただいておりました。 

その計画ができておりますので、一部実施プログラムに入っていくということでございま

す。 

 

続いて「産業の活性化」です。 

まずはトレーニングファームの整備推進事業。農業振興課に関する部分でございます。 

トレーニングファームということで、中山間地の活性化を促す意味もありまして、取り

組むところでございますが、今回予定しておりますのは、２組のご夫婦ですね。 

研修を積んでもらって、ホウレンソウと中山間地に適した作物、野菜作りにチャレンジ

してもらって、そして 1 人立ちしてもらって、あと後継者等を育てることにつながるよう

な、そういう動きをしてもらえればということで取り組むものでございます。金額は少々

大きいものがございまして、6千万です。 

 

それから次はＧＡＰの認証ということで代表されますが、農産物の海外輸出等を、そう

いった部分での条件となってまいりますＧＡＰ制度の取得ですね。認証取得。こういった



ものにチャレンジをしてもらうべく、支援をする予算として 50万ほどあげております。 

29年度予算の最後の部分になってまいりますが、「安心・安全のまちづくり」ということで

ございます。 

 

佐賀といえば、いつも我々申しますが雨に弱いということでございます。 

浸水軽減対策ですね。かなり前から先輩たちも続けてまいられましたが、まだまだ十分で

ないということで、できる部分を続けてやっていこうということでの事業でございます。 

今年は 8億 3千万円近くの予算を計上しております。 

石塚のポンプ場が今度できあがりますが、その部分での一部分と、それからまた、次なる

部分として西与賀方面の厘外雨水ポンプを整備するということで、その分の経費ですね。

それからまた、お堀の貯留とか、ここに書いていますような簡易水位計の設置。そういっ

たものを含めまして 8億を越える予算を計上しているところであります。 

あと避難路沿道ということで、災害時の道路ですね。 

避難路を確保するために、その周辺、沿道沿いにある危険な建物等を対応しなければな

りませんが、そういった部分での耐震診断等改修を促進するための調査関係の経費が 120

万ということになっています。 

 

これである程度の調査結果が出てまいりますと、次はここには出ておりませんが、「それ

じゃあ建物をどういう風に壊すのか、そしてまた建てるのか、建て替えるのか」そういっ

た部分での支援というのが必要になってまいりますが、まずは調査の段階からでございま

す。 

130万近くでございます。 

 

最後になりますが、公園樹木の病害虫対策。 

これは佐賀市が独自に行うものでございます。 

今、公園整備等、造園関係の業者の中でやっていただいておりますが、農薬に頼らない

対策、病害虫対策ですね。自然に優しいということで、天然由来でありますキトサン溶液

を使った部分。これは今年度の予算 600 万円をつぎ込んで対応する訳でございますが、今

までも造園業者が自主的に実験的に続けられた、その成果の上に立った事業でございます。 

 

以上が平成 29 年度の当初予算でございましたが、あと平成 28 年度の 2 月補正がいくら

かございますので、それについて少しだけ説明をします。 

 

【平成２８年度２月補正予算（案）の概要について】 

 

平成 28年度予算。１千億円を越えておりましたが、今回減額補正ということで 8億程度



減額しまして、998億の総額になるところであります。 

まずその大きなものとして企業立地支援事業、企業誘致等ですね、進出企業等に支援金

として出す分が 6,400万ですね。 

それから藻類の産業研究開発事業ということで、この構成は先ほども、29 年度予算案の

中にもこの構図は出てまいりましたが、こういった機関で 5 千万円の事業費を投入して産

業研究開発事業を取り組むということでございます。 

以上で 28年度の補正については終わらせていただきます。 

 

（総務部長） 

あと 7ページのところで出ておりました「アジア湿地シンポジウム」 

これは資料がついておりませんので、大体内外 300 名、海外から 150 名くらいのＮＧＯと

か研究者をお呼びして 11月 7日から 11月 11日までの 5日間佐賀市で開催いたします。 

その経費を組んでおります。 

それと、その次の、市長が言っておりました９ページ「藻類産業拠点施設」です。 

今年度 11億 8,800万予算組んでおりますが、20.4ヘクタールの用地買収費と 6ヘクタール

の基盤整備費です。 

残りの基盤整備は来年度予算で実施する予定になっております。 

補足は以上です。 

 

 

（秘書課長） 

説明が終わりましたので、質疑応答に入らせていただきます。 

まずただいま説明がありました議案についての質問をお受けしたいと思います。 

その後に市政一般についての質問をお願いしたいと思います。 

それではこの後の進行は幹事社である毎日新聞の石井様にお願い致します。 

 

■質疑応答 

 

（記者） 

まず当初予算についてなんですけれども、 

7分野重点政策がありますけれど、その中で市長自身の思い入れの強い事業がありましたら 

教えていただきたいのと、その理由についてもお願いします。 

 

（市長） 

29年度に関しては、まずはやっぱり「バイオ関係」じゃないかなと思います。 

今アルビータさんが清掃工場の西の方で 2 ヘクタールほど使って事業を展開しておりま



すが、それを本格的に進めていくということで大規模化される予定になっています土地を

今回市が求めると。 

あの土地はもう 10年前から佐賀市の工業団地、久保泉工業団地の次の工業団地として話

を進めてきて、地域の人たちの理解も得ていた土地であるわけでございますが、 

残念ながら農地法等がかなり厳しく改正されまして、それが実現できないでいたわけであ

ります。 

 

もちろんそういうのができないと、あの土地は大和のインターチェンジの近くで交通の

便は良くて、いろいろ佐賀市のそういった工場用地、そういったものが不足している中、

非常に急がなければならない土地であった訳ですが、先ほど申しました事情で行き詰って

いたと、それを今回農業に資するという部分で拡大をすると、その土地が、長年課題であ

ったものが整理をできるということであります。 

 

地元の人からすると雇用の人数はかなり少なくと言うんですかね、当初予定していた製

造業に比べて今回の分については雇用される数というのは減る訳でございますが、やはり

そういう意味で佐賀に、北部に一つの明かりが点けられるということで、良い土地があっ

たということです、そういう中に時代を少し先取りしたと言うんですかね CO2を使った低

炭素時代に合うようなバイオマス産業を展開するきっかけになるんじゃなかろうかと、そ

ういう意味での思い入れと、金額も大きゅうございますが、最終的にはその用地費の殆ど

は進出してくる企業さんに買い取ってもらうと、そういうことでございますが、そういう

思い入れのある土地でもございますし、佐賀市のこれからの一つの大きな柱でありますバ

イオマス産業の動向を占うものにも繋がっていくものではなかろうかと、そういう部分で

バイオマス産業都市のこの部分（藻類産業拠点地整備事業）を一番ですね。 

 

それから 2 つ目は、子育て関係ですね、その中でも先ほど少しくどいように私も言って

いましたが発達障がいを中心とする部分で悩んでおられる子どもさん、それからその保護

者、家庭ですね、家族も苦しんでおられますので、そういったものに少しでも寄り添って

将来に希望の明かりが点くような手助けが、支援ができたらというような予算であります。 

決して十分な金額ではないと思いますが、今、そういう施設が不足しておりますので、

その中の少しでも不安の部分が解消できればというようなことで今回（予算計上）してい

ます。 

 

その他、子育て関係が数項目ございましたが、すべて子どものためと、この子どもたち

が未来に向かって希望を持って大きく育ってくれたらなぁと、そういう気持ちで予算化を

しているところです。 

 



（記者） 

ありがとうございます、各社さん質問ありましたらお願いします。 

 

 

（記者） 

条例の部分で、機構改革の部分があがっていますが、もう少しどういう機構になるのか、

新しく設置する部署がどういうものなのか教えてください。 

 

（市長） 

担当部長 

 

（部長） 

それでは企画調整部長の古賀でございます。 

条例の分についてご説明をいたしますと、まず市長の方からもお話しがありましたとお

り、新しく子育て支援部を創設するということで「部」が一つ増えます。 

理由としましては、発達障がいへの支援体制の強化とか、子どもの貧困対策、それと平

成 24年に、こども子育て三法も成立しまして、子ども・子育て関連の施策を総合的に推進

するというような理由でこの「部」を創設するというのが一つ、それからもう一つは、駅

周辺整備構想を、今、企画調整部で策定をしておりまして、今年度で策定が終了する予定

です。 

 

これはあくまでも構想ということで、今、関連部署に兼務辞令を出して、話し合いをし

ながら策定をしているんですけども、これが策定されますと、一定の方向性が出ますので、

来年度からの基本計画、再来年度からの実施計画そして整備というふうな具体的な整備段

階に入っていきますので、そういうのを踏まえて、当然、技術的なスキルというのが必要

となってまいりますので、関係する企画調整部、それから技術的なスキルを持つ建設部、

それと中心市街地を担当している経済部、こういったところと連携をしながら、所管副市

長をトップとして独立した部署を、市長直轄室をつくると、大きくいうと、その２点にな

ります、以上です。 

 

（記者） 

関連ですが、この構想推進室は規模的には何人くらいの規模なんでしょうか。 

 

（部長） 

今のところ室長を含めて４名から５名というところで考えております。 

その中には当然、事務職と技術職を混ぜたような構成になると思っております。 



 

（記者） 

予算の中身、歳出と歳入等々について伺いたいんですけども、さっきおっしゃった中で、

扶助費が増えている社会保障費の中で、市の負担が増えている中で地方交付税は下がって

きているという現状だと思うんですけれども、その現状の捉え方というのが一つと、その

中でも一部積極的な部分もあったというふうに最初おっしゃったと思うんですけども、そ

の中でどういう思いというかですね、特にどういうところを積極的にしたのかというのを

もう少し具体的におっしゃっていただけますか。 

 

（市長） 

予算ですね、合併して一口にいって１０年ですね、実際は最初の合併をしてから１２年

になろうとしていますが、合併して１０年後には、交付税は減らしますよというような条

件が付いていたわけであります、そのために合併していろんな部分での節約等を、あるい

は効率的な行政というのに心がけてきていたわけであります。 

 

だから交付税が将来減るということを頭に入れて基金等もそれなりに準備をさせていた

だいておりますので、交付税が減ったからといってすぐに慌てるものではない、ただ社会

保障費的なものがこんなに伸びてきて国だけではなく県とか市町村が付き合わせられる、

付き合わせられるというのは言葉は悪いんですが、付き合っていかなければならないとい

うのはあまり予測はしていないと、そういう部分については痛いなぁと、その部分は殆ど

消費税のアップということで財源補填をしていただくというような部分が頭の中にあった

わけですが、それができていないという部分できつい思いをしているということでありま

す。 

 

ただこれは社会がそういうふうになっていますから、やむを得ないことでございます。 

そういう中でいくらか、例えば、合併特例債等、年度が長く使えるというものがあります

ので、そういう部分を利用して少々前向きで使える間は、そういうものを利用しようじゃ

ないかということで積極的なことをさせていただいております。 

 

基金はそれなりに２５０億近くありますが、本当は借入金の返済部分ですね、公債費の

方でもいわゆる市債の残高を落とし込むつもりで、今であれば７００億円くらいに下がっ

ていれば非常に良かったんですが、そうではなくて９００億あるということですね、９５

０億ほど残っていると、だからいわゆる借金の部分は結構ございます。 

ただ借金も良い悪いはないんですが交付税等で面倒を見てもらえるというような部分で切

り替わった部分がございます、そういう部分からするとそんなに心配する必要はないんじ

ゃないかなと、そういうような財政運営をこれまでさせていただいているところでありま



す。 

 

そういう中で厳しいんですが将来に種をまくという部分は必要だろうと、あるいは今、

手を打っておかなければ大変なことになる、そういった部分をさせていただくということ

でございます。 

未来に向かって種をまいたりするのがバイオマス関係のものだと思います。 

それと子育てですね、子育ても将来に子どもたちが大きく羽ばたいていただくような基礎

作りをすると、それで学校の施設に例えば空調関係の整備をすると、そういったものは積

極的にさせていただいているところであります。 

 

そういう中でもう一つさっきから言っています障がい者関係の部分ですね、これは、今、

頑張らなければならない、そして全国的にそういう、うねりが出てきて欲しいなと私はま

だ不思議でならないといいますか、疑問が解けないんですが１０年前に２％だった気にな

る子どもの数が今、７％、小学校で超えていると、来年は８％になるかもわからない、将

来的に１割を超えるかもわからない、そうなってきたら大変ですよと。 

 

だから早めにそういうのを対応できるように手立てをしたいということと予算的には入

っておりませんができれば私の気持ちとしては発達障がいを減らせるというんですか、無

くせるものなら原因究明を急いでいただいて、そしてできるだけそういうような方たちを

減らすことができたらなと、そういうふうに思うところであります。 

そういう部分の結集されたものが予算に入れているつもりです。 

 

（記者） 

３期の最終、任期の最後の当初予算ということで、秀島市政１２年の中で今回の当初予

算というのがどういう意味を持たせているのかどういう思いを持って組んでいるのかとい

うのを教えてください。 

 

（市長） 

３期目にですね、抽象的な言い方になるんですが、市民の幸福度を高めていくというの

を出しておりました。 

幸福度というのはいろんな捉え方があると思うんですが経済的に恵まれるようになった

から幸福とは限らないと、精神的なものも必要だということですね、日常の生活が健康で

過ごさなければならない。 

だからそういう意味からすると健康の度合いがかなり上に入ってくると思います。 

また近所との付き合い、そういう日常生活の中で普通の生活ができるというのが一番だろ

うと思います。 



 

そいうところで目標を掲げてやってきていたと、そういう中に将来に繋がるようなもの

ということでバイオマス関係が一つの柱にもなったと思います。 

そのものについては完全にまだ特に下水道関係についてはまだスタートをしたわけではご

ざいませんが、問題がまだ残っていますが、そういったものも徐々に前に進んでいってい

るという部分、一足先にごみ処理施設の部分が先行しましたがいずれにしましても２つが

合わせて CO2の利活用というのがありますので、そういった部分についてはもうスタート

したということであります。 

 

そういう部分について軌道に乗ったとは言えませんがそれがスタートして少しずつ前に

進んでいるという部分については一定の評価をできるんじゃなかろうかなと思っています。 

あと幸福の部分と（重複）しますが健康の問題、あるいは子育てそういった部分について

は結構やっていますので、そういった部分についてもそれなりに３期目を私が受け持つに

当たってのお約束というのがそれなりにできている、ただできていないのが駅周辺の部分

ですね、コンベンション機能を取り入れた街づくりというのがまだスタートしていないと

いうことですね、これを今後どうするか、これは今の私の任期の中には達成できそうにご

ざいませんので、これは評価がかなり厳しいものがあると思います。 

（平成２９年度当初予算の）キャッチフレーズは、新しい佐賀市づくりの“創”仕上げ

ですね、それと未来に繋がるということですねそういった部分の予算に願いを込めており

ます。 

 

（記者） 

関連ですけど、わりと大き目のプロジェクトで継続事業が来年度以降の継続も多いなと

思うんですが、４期目を意識されているんでしょうか。 

 

（市長） 

私の４期目なのか後継者なのか分かりませんが、やはり切れるということではございま

せんから、当然、行政というのは継続性が求められるということであります、当然、私（市

長）が変われば、新しい人の考えが出てくるけれども、やはり繋がる部分は、ぶつっと切

るのではなくて地域が混乱しないように行政の継続性は必要だと思います、それを私がす

るのか他の方がやられるのかそれは、今のところでは言えないということですね。 

 

（記者） 

他に議案関係の質問がある社は、いらっしゃいますか。 

なければ次、市政一般についての質問を各社さんお願いします。 

 



（記者） 

支所再編のことでお聞きしたいと思います。 

支所再編した４月から１年が経ちます。市長のお感じになる再編によるメリット、デメ

リットそれぞれ、具体的な場面とかですねそういったものを実際にお感じであれば、それ

ぞれお聞きしたいと思います。 

 

（市長） 

支所再編ですね、これは当然、先ほどの交付税の話しもしておりましたが、地方交付税

等が減らされると前もってわかっておりましたので、合併時の第一弾の内部の事務機能の

見直しだけじゃなくて、二弾目を必要とすると、それが１０年後だという事ですね。 

これも役所が一方的に決めるんじゃなくて、関係のある人達に検討委員会を作っていただ

いて、全てそこの答申等を踏まえて踏み込んだ所であります。 

 

支所再編するにあたって災害と言うのを一番に頭に入れておりました。 

山手の災害、そして平野部の災害、また海辺の災害ですね、色々地域によって違うから、

一律的には取り扱われないと、そしてまた経験と言うものが必要になってくるという事で

すね。それなりの人員を残してその人達を中心に事務整理ができるようなそういう体制を

作らせていただいた所でございますが、今の所ですね災害は大きな災害は無かったから、

そう問題点は大きくは出てないと思います。 

 

ただかなり経験者も残っていますので、それなりに対応できるんじゃなかろうかと思っ

ておりますが、今一番、支所で欠けている部分は、やっぱり仕事を広く知ってもらうとい

う部分ですね。従来やってた部分の広さの２倍３倍とやっぱり知ってもらわなければいか

ん、そしてそこの中で問題、市民の皆さんからの問い合わせ等ですね、やっぱり手際よく

反応して、そして処理できるそういう体制が必要だと思いますが、そういった部分につい

ては、まだまだ不十分な部分は見られると思います。 

 

そういった部分について支所の職員の皆さん達が直に気付いておられる部分もございま

すのでそういう体制の中でのスキルアップ、あるいは範囲の拡大というのは、自分達なり

にそれなりにやっぱり考えておられまして、一つの支所で十分いかないところについては、

そこら辺の中心になるようなところに出向いてそれで交流を深めるとか、あるいは実地経

験をして能力を高めていくと、そういうような考え方も嬉しい事には出ておりますので、

そういった部分にある意味で委ねていきたいと思います。 

 

ただ一つですね、やっぱり支所になってきますと、権限や企画そういった部分について

の任せられた部分が非常に限られてしまっていますので、そういう意味では職員にとって



はやや不満な部分はあると思います。 

自分達でやりたいという事が、こうだというのが直にやれないというようなそういうジ

レンマというのは支所の皆さん達が感じられていると思いますが、そういった部分もでき

れば、ひとつの希望ということで役所として将来的にそういった声を活かされるような、 

そういう体制が出来たらいいなと思っています。 

 

（記者） 

他にありますか？ 

 

（記者） 

玄海原発に関してのお尋ねですけれども、今、審査書が通ってですね、今日から唐津で

住民説明会、佐賀でも 27日ありますけれども、再稼働に向けた手続きが進む中で、改めて

市長の玄海原発の再稼働に関するお考えと、今、焦点になっているいわゆる地元同意の範

囲についてのお考えをこの２点を伺えればと思います。 

 

（市長） 

原発再稼働に対する私の考え方でございますが、原発は怖いですね。 

この頃、福島の方に行かせていただきまして、まだまだ６年過ぎようとしているけれど

も悩んでおられる、それで町が崩壊しているようなですね。土地は土地の汚染土の墓場と

いうのがずっと積まれているようなそういうような光景に私は視て取った部分がございま

すが。 

深刻な問題が残っていると、大変だと、事故を起こしたら大変だという部分はあります。 

 

ただ、大変だ、大変だ、だけですむのかと、どちらかを選ばなければならないという事

になってくると、電力をどういう風な形で確保していくのかという事であります。 

資産的にもまだ使える余地があるならば、安全に運転して、そして早い機会に脱原発です

ね、原発から離れられるようにですね、原発依存をゼロになるような、そういう方向性を

たどっていくべきじゃないかと思います。 

だから、原発、即廃止ということじゃなくて、とりあえず再稼働はしながら安全に運転

して、そして早い機会にそこから離れていくという事が必要ではないかなと。 

それから当然どんどん原発を推進していくと、あちこちに作っていくというのは考えられ

ないことだと思います。 

 

特に福島に行く前、私はフィジーに行ってまいりまして、フィジーの近くにツバルとい

う国があって、そのツバルが地球温暖化でそして海面がアップした時に沈没する可能性が

あると。 



その人たちを避難民としてフィジーは受け入れてもいいと、そういう話を直に聞いたり

などすると、そういう部分での地球の温暖化を強く心配する立場であるわけです。 

だから、そういう面から先ほども申しましたように、しばらくは使いながら、そして再生

可能なエネルギーの確保という、そういう部分での転換策を早く国としてもエネルギー政

策作っていただきたいと言う部分であります。 

これはもうずっと以前から、東北大震災の時から、変わっておりません。 

それと地元同意の件でございます。地元、どこまで地元にするのかという事ですね。 

 

仮に佐賀市まで地元になった時にどうするかと言うのも考えられる。私の所は 30キロ圏

を超えているわけでございますが、もちろんそういう専門家は役所の中にはおりません。 

どこまでが正しいのかですね、それは一自治体で決めよったらキリがないんじゃないだ

ろうか、だから一定の部分で国等が示した方がいいんじゃなかろうかという事でございま

す。 

 

地元もいままであった部分で良いのかどうかも含めて考えなければならない、隣り合う

県で地元でないのか、近くにあっても地元でないのかと言う、近くの人たちはやっぱり不

満点も出てくると思います。 

それをどこまでと言うのは、私には判断するあれはないということですね。 

それは一定の基準で国等が専門的な機関で示した方がよくはないだろうかと思います。 

 

それと再稼働の件は言いましたが、再稼働はやむなしといっても、核のゴミですね。こ

れの処理、処分地、処理形態、そういったものが決まらないでいるのが一番心配。 

私に言わせると、そういうのも決めないで原発を使い始めたなぁと、これは我々一億数

千万人の日本人の責任じゃないかなと、そういったのを、きちんとしなかったのはですね、

それは残ります。 

 

（記者） 

わかりました。 

核のゴミについての言及がありましたけれども、それを決めないで始めたっていうのを

おっしゃっていましたけれども、今、川内原発がそれも決まらないまま、川内原発が再稼

働することについてもそういうお考えということでいいですか。 

 

 

（市長） 

スタートしてきていると。だからそれまでして、だから他の代替エネルギーに、いわゆ

る化石を中心とした熱量に依存するとなるとそちらの方も私は怖いんじゃなかろうかと。 



地球がじわじわっと気象変動等進めてくる。 

これは皆で渡れば怖くないですまされないよと言うのは、私はそういう危機感を覚えて

いるから、どちらかを選ぶというと私はそっちの方になると。 

だから安全にして、そして一定の所で早く止めて、核のゴミもきちんと整理をする。そ

して核からの依存をなくしていくというふうにつなげるという動きをしてくださいと。 

 

（記者） 

ふるさと納税に関してですが、国が過剰な返礼品を出しているような自治体に是正を呼

びかける事態になっています。対応を見直すような所も出てきているようですが、佐賀市

として今後何か対応する可能性があるのか、ないのかを聞かせてください。あと、制度が

始まって数年経ちますが、市長としてこの制度を評価しているか教えてください。 

 

（市長） 

 最後の部分から行きますと、全くくだらん制度をつくったものだと思います。これは片

山（善博）さんも言っておられましたですね。それは、運用の仕方が悪いからそうなった

かもしれませんが、全体的に見ると、何かふるさと納税額が少ないと、そこの首長以下職

員が頑張っていないようにも受け取られるようなことですが、実態は皆さんご存知のとお

りに返礼品争い的な競争にということで本質から外れてしまっていると。 

だから、格好はよかったものの、使ってみると魂が入っていなかった部分を含めて、制

度的には、私は「くだらん」と思いますね。１年前から、市長コラムの中でもそうした矛

盾点を出していたわけです。 

  

例えば、子育て関係で給付水準を高めて負担をゼロにするとか、あれでいいのか、私は

問題が多すぎる。問題が多すぎる制度だから「くだらん」と。 

 今後の対応を佐賀市にしなさいと言われてもどうしようもない。 

今でも「くだらん」と言った本筋からすると、天井向いてつばを吐いているような部分

もあるけれど、これ以上のおつきあいはしない。これはいわゆる戦争に時の武器をお互い

開発していくのと同じようなことになってくるのではなかろうかと思います。 

変な争いに繋がるという。そんなもんじゃないのではなかろうかと思います。 

だから、良さはそれなりにわかりますよ、あちこちの新聞で取り上げられていた良さは

当然わかります。 

 

ただ、そのことで過当な競争をしていいのか、私が「くだらん」と言ったのは、納税者

の気持ちを、いわゆる納税意識を邪道に、だめにするという意味で「くだらん」と言うん

です。 

納税というのはそういうものじゃないのではないですか、本来は気持ちで寄付する部分



を、返礼品目当てに納税を誘うような・・・。 

そして、一定の所得のある人が余計に儲けて、全国のうまいものを食べられるとかなん

とか、それに繋がるような制度は「くだらん」というんです。 

まだそういう風にするならするで、別の方法があるのではないだろうか。これは言いた

い放題みたいですが、前からそういう気持ちを持っていますので強く言わせていただきま

した。 

 

（記者） 

関連ですが、返礼品は現状どおりということでしょうか？ 

 

（市長） 

今、そうなっているからといって市が返礼品を今以上に上げなければならないというふ

うには考えていません。 

ただ、返礼品の種類などは好みもあるかもわかりませんから、市内の特産物等を含めて

考えることは当然必要になってくると思いますが。返礼率を高めるというのはこれ以上

は・・・。 

 

（総務部長） 

率を変えることなく、知恵を出していかなければいけないのではないかということは考

えていますが、下げたり上げたりすることは今のところ考えていないということです。 

 

（記者） 

ほかにありませんか？・・・ないようですので、お返しします。 

 

（秘書課長） 

それでは、以上を持ちまして記者会見を終わらせていただきます。皆さまありがとうご

ざいました。 

 

 

 

 


