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平成 29 年 6 月佐賀市長記者会見 

 

平成 29 年 6 月定例会の議案について 

日時：平成 29 年 6 月 2 日（金）13 時 30 分～14 時 15 分 

場所：佐賀市役所 ２階 庁議室 

出席：秀島市長、総務部長 

※ 記者会見の内容を一部要約しています。 

（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６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）の概要というパワーポイントの資料２点を置いています。

それから先日の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、その質疑をお受けいたします。そのあとに市

政一般についての質疑をお受けしたいと思っております。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

をお願いいたします。それでは秀島市長お願いいたします。 

 

（市長） 

それでは皆さん、改めましてこんにちは。ご苦労様でございます。いつもの様なかたち

で進めさせていただきます。６月の議会ですが、当初の送付案件、これはこちらの一覧表

でいきます。２３件の内訳は議案が１８件で、報告が５件となっております。主なものを

申したいと思いますが、最初の３５～３７号、これは補正予算でございます。あと３８、

３９、４０ここの部分については、法令等の一部改正によって条例改正をするものでござ

います。それから４１号議案、これが各種手続きに、今、所得証明書等が必要な部分、こ

れを極力住民サービスということで取り組むために、（条例に）追加して手続きを緩和する、

簡素化する部分で、（条例に）事務を加えている所であります。 

あと裏の方でいきますと、指定管理者とか或いは学校建設の工事請負契約の変更がござ

いまして、あとは専決処分ということになっております。内容的には、そう大きな議論が

分かれるような条例案は出ておりません。 

 

それから次に、その中での予算関係の部分を少し詳しく申します。 

６月議会でございますので、大体当初予算で組んでおりますので、制度の改正とか、あ

るいは、緊急を要するような部分、そういったものに限られるということでございます。 

その中で、いくらかございますが、今回補正をしているのは、約２億３，０００万円強、

そして補正後の額は、約９４３億ということでございます。 
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その中で、大きなものとして、防災総合システムの整備事業２１００万程度でございま

す。まもなく雨季を迎えます。佐賀は、雨の関係の災害が多くございますが、そういった

部分についての補強といいますか、体制の補強をするものでございます。今回は、現場の

状況をセンターのほうで受け止められるような、そういう整備をするものであります。こ

こに書いてあるように、ドローンあるいはタブレットを駆使した情報入手、状況を把握す

るそういったものの整備をするものでございます。 

 

あと、市営バス関係、先にニモカ等で利用者の利便性を高めるということで、結構評判

がよかったわけでございますが、今度は、スマホとかあるいはパソコン等から自分の乗り

たいバスの移動状況がキャッチできる、情報が手に入れられるとそういう部分の整備費、

３００万円程度でございます。 

 

次は、同じ市営バスでございますが、佐賀空港ですね、結構、今、利用者が多くて、バ

スを利用していただく方も増えてまいりましたが、今度、台湾からのチャーター便がまも

なく就航するということが決定いたしております。今年度いっぱいには定期便も飛ぶとい

うことでございます。今、４台、リムジンバスを専用車を走らせていますが、手一杯で、

これが増えるとなると、古いバスを使わなければならないことでございまして、あと１台

増やして、対応をしたいと、５台持っていれば結構対応ができるということでございます

ので、あと 1 台増やす、特に、バスは注文してもすぐには入手できません、そして、中古

のバスもなかなか探すのに大変でございます。佐賀市は中古のバスを使っていますが、少

し早めに注文をして準備をしなければならないということでして、6 月議会にあげるところ

でございます。 

 

それから、八戸地区の部分で枝梅酒造の利用でございます。のこぎり型家並みで有名な

八戸地区でございますが、地元の皆さんたちの熱い要望等もございまして、この枝梅酒造、

平成２３年に事業をやめられておりまして、その跡地を使って、何か利用できないかとい

うことでございまして、それを２年ほど前から事業として取り入れさせていただいており

ます。 

特にここは、長崎街道の西の部分にもなりまして、そこら辺には、公衆トイレ等もござ

いませんでしたので、併せて今回、活用策の中に入れております。 

額的には少し大きくなりまして、１億１，０００万円を超えるというような予算額にな

っています。 

 

それと、今度は長崎街道の東の部分です。東の入り口、旧佐賀城下に入る部分の東の部

分です。こういういわゆるある意味でのお宝が出てくるとは思わなくて、ちょうどこの土

地の一部をですね、空き家になっておりましたので、その部分を市に寄付するという話が

ございましたので、私たちもありがたく受けさせていただいて、そして建物を解体等をす
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る中に、ここがいわゆるお宝が眠っているということで、今回こちらのほうを公園化する

ということでございます。長崎街道の東の入り口部分、ここの部分についての公園化の整

備事業でございます。これが２，６００万円程度でございます。 

 

以上が、この６月議会での主な事業補正でございます。 

 

（市長） 

あと、トピックス的に皆さんに紹介いたしますが、1 階窓口が新しく生まれ変わるという

ことで、7 月末にオープンを予定しています。 

「日本一の窓口」という事ですね。サービスのできる窓口という事で職員燃えています。 

それぞれお客さんをそんなに歩かせなくて、１つの窓口でいろんなことが対応できる。そ

のためにゾーニングをしながら、計画を立てているところであります。 

この部分については、利用者の皆さん達の意見もあると思いますので、スタートしてど

ういうご意見が出るのか、ある意味では楽しみでございますが、市民の皆さんたちには期

待して頂きたいと願います。 

  

次はすでに公表いたしましたが「えつ」です。「えつ」の料理は今、ちょうど最盛期でご

ざいます。7 月の 20 日までということで、そして漁獲高がかなり減っておりますので、い

つでも食べられるというものではないということであります。 

佐賀と福岡で挟む筑後川の風物料理で、季節限定という事でございます。大川側も結構

この部分については力を入れて宣伝しておりますので、佐賀の方でも宣伝をして、筑後川

の「えつ」を楽しんでいただきたいと思います。もうご覧になったかと思いますが、宣伝

がたよろしくお願いします。以上です。 

あと、私が言い損ねた部分とか、言い洩らした部分を総務部長が補足します。 

 

（総務部長） 

2 番のですね、防災総合システム整備事業ですけれども、現在 2 階の前の市長・副市長・

秘書課があった所、2 階を工事しています。 

今、こちらの元の議会棟の方に市長・副市長・秘書課が来ておりますけど、本来は防災室

になっておりますが、2 階の向こう側の本庁側の本館側の工事が終わりましたら、三役は向

こうに引越しまして、記者室も戻るんですけれども、その後、防災室整備する時にこうい

う情報システムを一緒にあわせて整備します。 

ですから、今年の雨季には間に合いませんが、だいたい 12 月くらい、一番雨の少ない時

に防災室を引っ越したいと思っておりますので、その際にいろんな情報収集システムも一

緒に取り入れるという事で、12 月年内には、この新しい防災総合システムを備えた防災室

が出来るという予定になっております。以上でございます。 
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（秘書課長） 

それでは先ほど市長が説明いたしました「えつ」に関しまして、「えつ銀色祭り」のチラ

シをお手元にお配りさせていただいております。6 月、もう期間には入っているのですが、

6 月 25 日に「橋の駅 ドロンパ」で 1 日限定のイベントが開催されますのでどうぞよろし

くお願いします。 

それから、シティプロモーションの第 6 弾として今回「佐賀人がひた隠す幻の魚えつ」

を公開しております。もう動画の方をご覧いただいた方もいらっしゃると思いますが、今

回もう一度ご覧いただければと思います。 

 

―プロモーションビデオ上映― 

 

ありがとうございました。 

それでは以上で説明は終わりましたので、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西日本新聞社の梅本様にお願いいたします。 

 

記者（幹事） 

幹事社の西日本新聞 梅本です。よろしくお願いします。 

私から 1 点、7 月 31 日に生まれ変わる 1 階の窓口についてなんですけれども、 

市長、先ほど「日本一の窓口」というキーワードをおっしゃいましたけど、具体的にどう

いう所で他と比べて優れているのか聞かせてください。 

 

（市長） 

できるだけお客さんに歩かせないでいいように、職員が連携して、あるいは出向という

んですかね。お客さんの近くまで来て、そして直接相談に応じて、かゆい所に手が届くよ

うな、そういう体制をとるという事でございます。 

だから職員のスキルも結構アップしていかなければなりませんが、具体的には担当部署

の部長、「コマーシャル」をお願いします。 

 

（保健福祉部長） 

簡単に説明すれば、どこに座っても全ての相談が出来る窓口です。福祉内のものを全て

総合窓口化しております。ですから 150ｍという広いカウンターが出来るんですが、そこを

きちんとゾーニングをして、目的の窓口の所に誘導します。どこに座っても福祉部内の手

続きは可能であるという窓口になります。 

あとは、そういう取り組みをやっている所がまったくないわけじゃないんですが、かな

り佐賀市の独自性を入れて去年福祉総合システム等々入れておりますので、 

その辺できちんとつないでいくと。ですから今度の窓口は「優しくつないでいく窓口」と

いう風なものになるかと思っております。 
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それからプライバシーにも十分気をつけておりまして、全ての窓口にパーテーション（間

仕切り）が設置されますので、相談もしやすいんじゃないかと思っております。 

それから窓口の表示も、課名ではなく手続き等の名前で表示をするようにしております。 

相談室とか授乳室も十分拡充もしておりますので、非常に快適な状況でご相談いただける

と考えております。 

主な所では、そういう感じです。詳しくは、また全て出来上がった所でオープニングイ

ベントを行おうと思っておりますので、その時にプレスリリースを行わせてただきたいと

思っております。以上です。 

 

（総務部長） 

基本的にブルーの所が住基系、住民票とか戸籍とか税証明とか、住基系はすでに総合窓

口として、これは日本でもかなり進んでる方です。 

これに対して、黄色とピンクの福祉系、田中部長がおっしゃったように、どこでも手続

きできる。これを合わせてシステムをここ２・３年、トータルで検索できるシステムを導

入しています。３つを合わせれば、たぶん日本でも最先端の窓口だろうと思います。 

 

記者（幹事） 

わかりました。ありがとうございました。私から以上です。他社さん、何かありますか。 

 

（記者） 

ＮＨＫです。どうぞよろしくお願いします。 

災害現場の中継システムを整備されているとのことですが、それに向けた、想いと言い

ますか、その辺りを教えていただけますか？ 

 

（市長） 

一つは、佐賀はご存じのように非常に低平地があって、そして有明海という干満の差の

大きい海が南側にあって、それで特に山手に雨がどっと降ったら、急激に水かさが増えて

くると。それをできるだけ速く排水しなければならないけれども、潮の干満の差で満潮と

いうか、いわゆる満ちた状態だと排水が非常に困難になってくる。だから潮が引いている

間にどんどん出していくというような部分で、樋門の操作とか、あるいはポンプの操作で

すね。うまくやらないと、それが 30 分でもずれたら、かなりの排水効果が落ちてしまうと

いう特性がございます。 

そういうことをするために、今職員頑張ってくれていますが、やっぱり現場の状況、特

に今雨の降りようが、画一的でなくて、集中的といいますか、ゲリラ的に同じ佐賀市内で

も降るということで、降り方等も違ってまいりますので、そういった部分について現地か

らの情報、現地の状況等を速くキャッチできたらと、そういう思いが強いわけです。 

そういう体制を庁舎の改築と同時に整えていって、そして対応したいと。 
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で、そういうロスタイムというんですかね、無駄な時間帯をできるだけ無くして、効率の

良い体制をとると。それが願いでございますが、そういった部分が整えば、効果がでてく

るんじゃないかと、そういう効果は当然住民の皆さんたちの不安解消にもつながってまい

りますので、そういった部分を期待しています。 

 

（記者） 

ほかに何かありますか？ 

 

（記者） 

市政一般の質問に移らせてもらっていいですかね？ 

幹事社の私から一点。 

市長選に関することなんですけど、市長が以前から「６月議会までには進退を表明したい」

と仰ってたわけなんですけど、今の時点で態度は決まってらっしゃるのか？というのをお

伺いしていいですか？ 

 

（市長） 

１月ほど、１月ならないですかね。 

２０日ほど、約１月前に今日おいでの新聞でも取り上げられました。 

心境的にはほとんど変わってないということでございます。 

なんというんですかね、いろんなことを想定しながら考えるということで、 

ある意味悩んでいる部分もございます。 

 

（記者） 

６月議会中に進退を表明するという考えにお変わりはないんですか？ 

 

（市長） 

これは１２月の、この会見の場でも皆さんたちにもお話しました。 

６月というようなことで言いました。 

私のタイムリミットといいますか、決断の残された時間というのは 

６月議会ということでございますので、 

議会で質問があれば、そこの時点で答えると。 

なければ、また違った形で皆さんたちに、皆さんたちとお会いするということになると思

います。 

 

（記者） 

ありがとうございました。私からは以上です。 

他社さん何かありますか？ 
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（記者） 

関連なんですけども、市長選の関係で、どういう点を悩まれてご心配・配慮されているん

でしょうか？ 

 

（市長） 

一般的に言われます多選の部分ですね。 

それで何期から多選なのか、どういう状態で多選なのか、そこは定かでは、決められたも

のではございませんが、そういう部分で仮にやるとなれば４期と言うような部分ですね。 

それから当然自分も年齢的なものもございます。 

そういう部分が一つですね。 

そういうのが片方での悩みと。 

それから事業の継続性等ですね。 

そういったものをどうするのか？ 

まだ他にもいろいろございますが、はい。 

 

（記者） 

佐賀新聞です。 

ちょっと違う質問なんですけれども、オスプレイに関してなんですが 

県が論点整理を公表したんですが、佐賀市も説明を受けたということで、 

市長として県が示した論点について、どういう印象を持ってるのか教えてください。 

 

（市長） 

はい。かなりのボリュームでありますが、私はこちらの方の素案というので、見させてい

ただきました。 

これは結構まとめてありますので、ここにまとめてある分については分かりやすいものと

感じました。 

ただ、この論点整理をされた中で、こういうくだりがちょっとあったんですが、私はこの

１４ページですね「米軍の佐賀空港利用について」というところで、これ論点１ですね、

そこの中にまとめ方として「以上の防衛省の説明を踏まえると、佐賀空港が米軍基地化す

る、－あるいは、米軍が恒常的に佐賀空港を利用することはないものと考える。」と書いて

ありますね。 

過去の大臣の発言等からみると、そういうのはある意味では期待できるけれども、大臣が

来られたときのあの雰囲気等を考えると、「そうかなぁ」と。 

私はあの時、「とりあえず」とか「当分」という風な、そういう「とにかく何とか佐賀に」

ということで、三項目の３番目があったらダメだという感じで、とりあえず落とそうかと

いう、それで１と２で行こうかという、そういう気持ちが強かったんじゃなかろうかと。 
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そういう風な気持ちを私は受け止めていますので、これとは少し違うんじゃなかろうかと。 

それでいいのか？という部分、そういうものを感じます。 

私はまだ「とりあえず」とか「第一段階で」とか、そういう捉え方から脱却できていま

せん。 

 

（記者） 

関連してなんですけども、公害防止協定について論点に盛り込まれてないという点はど

う感じてらっしゃいますか？ 

 

（市長） 

公害防止協定の部分を捉えて、そして自分たちの考え方というんですかね、県の考え方

ですね、そういったところまで踏み込まれてないという部分で、県もいわゆる非常に悩ま

しいというんですかね、苦労されているんじゃなかろうかと。 

そういうような苦労の部分が分かります。 

 

（記者） 

ほかに何かありますか？ 

 

（市長） 

というよりも、「伺える」と言わないといけませんね。 

何か言葉の使い方悪くて。 

 

（記者） 

続けてなんですけども、またちょっと違う質問なんですが。佐賀市が取り組んでいる「バ

イオマス事業」なんですけれども、ある程度稼動してきた部分もあると思うんですが、現

在どういう評価をされているのかということと、今後の展望をどう考えていらっしゃるの

かを教えてください。 

 

（市長） 

佐賀のバイオマス、いろんな部分がございます。メインは、これから先のことを考えま

すと「二酸化炭素・CO2」を利用して微細藻類等を培養して、そこから飼料や化粧品、サ

プリメント等の原料を抽出する。その原料を使って他の製品につなげていくような企業が

佐賀に集積していただく。そのことによって当然雇用が出てくる。そういった雇用を増や

すことで佐賀の活性化につなげられればと思っています。 

当然、雇用という経済的なものもございますが、「CO2」という部分を捉えたら、今日も

昼のニュースで言っていましたね、トランプさん。私に言わせると「大変なことを言って

いる」と。地球でほとんどの国が「CO2 を減らしていかなくてはならない」、「地球温暖化
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を止めなくてはならない」という時に、あれでいいのかということですね。そういう意味

からすると、日本は排出量からすると、ランクでいくとそんなに高いところではないけれ

ど、これから先、後世に続く子どもたちが暮らしていかなければならない環境をできるだ

けいい環境で残してやらなくてはならない。そんな時に今、いちばん問われているのは温

暖化だと思います。この温暖化をみんなでどう止めていくのか、それを止めるための事業

が「バイオマス産業都市」だと思います。特に CO2 を使った藻類産業。 

そういう意味で、国は環境省とか国土交通省が全面的に支援してくれています。実験段

階でもかなりの支援をしてくれています。期待もかかっている訳ですから、やっていかな

くてはならない。ただ、前例がなく学術的な部分でも確立されていない。手探り的な要素

もかなり入っていますので、目指す方向はそういうものであって、計画は少しずつ進めて

いく。時間的に捉えてみると、ある一定期間では進展がない期間があるかもしれない。こ

れから先軌道に乗せる道筋を立てていただくという意味で、これからしばらくは苦労の多

い時間が続くのではないだろうか。そういう苦労を民間ベースだけに任せていいのかとい

うと、そうではないだろう。研究機関と一緒になってやっていく。産・官・学が一緒にな

ってやっていかなくてはならないと思います。少し長い目で見ながらお互いに連携しなが

らやっていかなければならない事業。ある意味、佐賀の誉れの事業・将来を見据えた事業

だと思いますし、日本全国、世界を見ても注目される事業になるのではないかと思います。 

 

（記者） 

現状はどう評価されているでしょうか。 

 

（市長） 

現状は、今ちょうど過渡期で、安定期には入っていないという状態だと思っています。 

 

（記者） 

市長選の件ですが、実際いまは決めていないということでよろしいでしょうか。 

 

（市長） 

まだ決めていません。 

 

（記者） 

オスプレイに戻ります。先ほどの市長がもたれた印象やご意見を県に伝える考えはある

のでしょうか。 

 

（市長） 

いわゆる、米軍の関係ですか？協定も？米軍の関係ですね。 

これは、こちらから積極的に言わなくても、今までも会った時には「私はそんなふうに
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はとっていませんよ」と知事にも言ったことはあります。あれだけ１．２．３とあるうち

の３を外すということであれば、あとは「ただし」という部分がなければあれでいいわけ

ですが、「他の空港との横並びの中で」とわざわざ付け加えられたところが心配している所

です。 

 小出しにして、「とりあえずは」「まずは」という言葉を以前から使われていますから、

非常にそこらへんをですね、だから、特にこれは、私が用心深すぎるといわれるかもしれ

ませんが、防衛省から出される部分、あるいは、議会答弁の資料等を引っ張り出して読み

直すと、一言一句注意した表現をされています。雑な言葉遣いではなくて、一言一句、将

来に何かあったときに必ず使えるような表現をされているなと私は思っています。あの「他

の空港との横並び」という部分は結構大事に考えなくてはならない言葉だと私は考えてい

ます。 

 

（記者） 

言葉遣いとか、大臣と話をされた印象は大事だと思うんですが、それと別に、印象をも

たれた理由として現状の日米の安保関係とか、安全保障体制とかそのあたりも、そのよう

な印象を持たれている理由にはなりますか。 

 

（市長） 

 今、特に尖閣ですね。それから、北朝鮮の問題でかなり緊迫感が出てきていますが、そ

れはそれとして理解できます。また、県が出されています国防に対する協力というのはあ

るけれども、私はいつも言っていますように、約束事ですね。あの土地は、あの空港を建

設する時の認める条件として「自衛隊とは共用しない。共用する考えはない」ということ

が覚書として入っている。それは今も活きていると思います。その重みを私も感じてます

し、漁家の皆さんも大切にされている。県も今まで大切にしてきたけれども、今後どうす

るのか。それは、この中に入っていないということですね。ですから、先ほども申しまし

たように、県としてもそこらへんを重く感じて、気持ち的には非常に（言葉が見つかりま

せんが）重いなと。だから、国からの要請というのは、これも重く感じられていますが、

この約束事も重く感じておられると思います。 

 

（秘書課長） 

それでは以上を持ちまして、市長記者会見を終了いたします。本日は誠にありがとうござ

いました。 


