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平成３０年２月佐賀市長記者会見 

 

平成３０年２月定例会の議案について 

日時：平成３０年２月２０日（火）11 時 00 分～11 時 52 分 

場所：佐賀市役所 ２階 庁議室 

出席：秀島市長 

※ 記者会見の内容を一部要約しています。 

 

（司会） 

皆さん、こんにちは。 

定例会の議案につきまして、市長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いたします。 

お手元に本日の次第、パワーポイントの資料を平成 30 年度当初予算案の概要、平成 29 年

度 2 月補正予算案の概要を配布させていただいております。 

それから、先日の事前レクで配布した資料が、議案の案件一覧、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、市長から通して説明をさせていただ

いてから、質疑応答を行い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、市長よろしくお願いいたします。 

 

（市長） 

それでは、改めまして、皆さんこんにちは。 

ただいまから、はじめさせていたただきますが、最初に、この定例案件一覧、これで説明

させていただきます。 

平成 30 年の 2 月定例会でございますが、右上のほうに書いてありますように、当初送付は

39 件と議案として 36 件で報告が 3 件となっております。 

以下、予算条例その他内訳でございます。 

 

第１号議案から 36 号までございますが、この部分で私のほうから要点だけを説明させてい

ただきまして、あと、総務部長のほうから適宜補足があると思います。 

 

それでは、議案の部分で大まかに申しまして、第 1 号から 16 号までは予算議案でございま

して、そのうち 1 号から 9 号までは平成 30 年度の当初予算、それから、第 10 号から第 16

号までは補正予算となっているわけでございます。 
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そして、あと条例案件が続きますが、主なものとして、人事課が提出しております第 17 号

議案、佐賀市長・副市長への給与の件に関する条例でございます。 

この部分については不名誉な部分ではございますが、先の 12 月議会でも議会のほうには釈

明をいたしましたが、子育て支援部に属する事務の一部で適切さを欠く事務執行があって

いたということです。 

中には会計検査院の指摘もございましたが、それとは別に担当者の計算違い等が出て、保

育園等含めまして、市民の皆さんに不信感を与えてしまったという部分でございます。 

 

今回そういった部分を精算するための予算措置もいたしておりますので、先に議会にも意

思表示をしておりましたが一定の処分を行います。 

その対象になるのが、私とそれから子育て支援部を担当いたします御厨副市長、そのほか

ですね、担当部長それから幹部職員の皆さんに、処分をさせていただいています。 

議案とは離れますが、担当部長には戒告の処分をさせていただきました。 

あと、課長以下の皆さんには、文書ないし口頭での訓告等を行っていくところでございま

す。 

私と副市長については、条例で定める報酬、これを減額する処分ということでございまし

て各々４月分の給与から１割、10％を減額するという、そういう内容がこの 17 号議案であ

るわけです。 

 

それから第 22 号議案は佐賀市事務分掌条例の一部を改正する条例。 

これは、今年も機構改革を行いますが、その部分でございまして、大きく申しますと教育

委員会で 2 つの部門がございます。 

教育、学校教育部と社会教育部の 2 つです。 

これを 1 つに統合しまして教育委員会の社会教育の中にありました、スポーツそれから公

民館関係の部分を市長部局のほうに取りまして、そういったものを再編いたしまして、新

しく市長部局のほうに地域振興部というものを創設します。 

そして、そこの中に、地域政策課、公民館支援課、それからスポーツ振興課等を設けまし

て、機構をするものでございます。 

いろいろ、係の新設等もございますが、その部分については省かせていただきます。 

 

それから次のページの第 28 号議案ですね。 

国民健康保険条例等の一部を改正する条例。 

ご存知のように、今年春から全国でございますが、県に国保事務運営を統合いたします。 

それに必要な部分での条例改正でございます。 

 

条例関係は以上ですまさせていただきまして、あと予算関係に入ります。 

当初予算の説明をさせていただきます。 
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こちらのほうの資料になります。画面も出てまいります。 

国のほうでは、今年といいますか来年の政策の方向として、人づくり革命あるいは生産性

革命そういった言葉を使って新しい経済政策のパッケージをまとめられております。 

そういったものを、佐賀市も平成 30 年度の当初予算を編成したわけでございます。 

 

まずは１ページ目です。 

ここに書いていますように、一般会計、特別会計、それから自動車運送事業会計、以下企

業会計が続きますが、ご覧のような数値になります。 

一般会計は 956 億ということで、合併後最大の規模になっているところであります。 

 

続きまして、一般会計の歳入歳出の概要を説明させていただきます。 

特徴的なものは、この中で市税ですね、市税の構成割なかなか増えないということで、来

年度の予算は 302 億円程度で、構成比としては 31.6％ということであります。 

だいたいこの辺で推移をしているところでございますが、歳入関係をとらえてみますと、

市税はこのようなほぼ横ばい、10 年前と変わらないような形になってきております。 

地方交付税も合併をして、今、減額措置を受けておりますので、これよりも少し下がって

まいると思いますが、国庫補助金等を含めます、国庫支出金それからまた県のほうで含め

ます県支出金がこういう部分ですね、少し右肩上がりで出てきていると。 

この辺に比べますとかなり額も上がっておるわけであります。 

そして市債は少し伸びていると。こういうような状況であるわけですが、これは全国的な

部分でございますが、この民生費、扶助費、この伸びがかなり伸びている。 

この関係上、国庫補助金等も伸びているわけでございますが、これを少し前と比べてみま

すと、だいたいあとは投資的経費が出たり引っ込んだりしてますが、あとは同じくらいで

すね。やや下がりぎみということになっていますが、この扶助費だけの伸びが著しいとい

うことがおわかりだと思います。社会保障的な伸びであります。 

高齢者対策費、あるいは子育て対策費。 

この部分はすべて国が金を出すわけではございません。これに地方もやっぱりお付き合い

をすると。あるいは、地方独自の経費がこの中に入っております。 

この部分が、今、私たち地方にとっては非常に、財政を硬直化させる原因にもなっている

んじゃなかろうかということであります。 

もちろん子育て等ですね、まだまだ不足する部分がたくさんあるわけでございますが、 

限られた財源の中でこれを捻出するという財政担当の苦労というのが非常に、今、強くな

ってきているところであります。 

それでは次にまいります。 

 

では具体的に佐賀市の予算はどうなっているのかという事で重点政策ごとに申し上げます。 

私は４期目にあたって、ここに書いています６つの項目をあげて政策項目をあげてこれに
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沿って事業を進めていくということにしております。 

それで、この項目ごとに事業を分けて貼り付いていただいておりますので説明をさせてい

ただきます。 

 

まずは経済・産業の活性化というところでございます。 

地方が元気を出す活力を生むためには、やっぱり若者をはじめとして地域で働く場がない

といけないというふうに私は思います。 

雇用の場を確保して地域を活性化させると。 

そういう部分からしますと、まだまだ佐賀市は雇用の場が少ないということで、工業団地、

10 年前からすすめておりますが、土地政策等でかなりそれができなかった部分がございま

すが、最近若干緩和された部分を含めまして、こちらの事業をすすめていくという事でご

ざいます。 

今、大和の川上の東山田地区に新しい工業団地の整備をしております。 

ただ、面積的にもまだまだ限られておりますので、あといくらかというような候補地を探

していくと。 

当然インター近くがいちばん望ましいわけでございますが、そういったところを中心に適

地を探すといった調査費をここに計上しています。 

 次は、「事業承継支援事業」、150 万円。金額的には少ないわけですが、佐賀市で長年事業

を進めてきて、いわゆる老舗的な事業所がたくさんございますが、そういうところが、後

継者不足等で事業を閉じられるというようなニュース等も飛び込んでくるわけでございま

す。 

できるだけ早めにそういうものをキャッチして、相談を受けて、できれば人が変わっても

事業や店舗が存続するような相談窓口等を設けて利用を進めていきたい。そういうのがこ

の中にはいっております。 

 それから、一番下の方の「ＩＴ企業交流会開催経費」。いろいろな人材があっても、仕事

を求める側と、来ていただく側とマッチングがうまくいかなくて、ミスマッチ等も生じて

おりますので、そういったものを解消するための経費でございます。こういったものが、

若者の流出防止にも、転出防止にもつながるという気持ちでいるところです。 

  

 経済・産業活性化の 2 枚目です。観光関係です。「三重津海軍所跡」。世界遺産登録され

てからもう 2 年半になるわけですが、徐々に利用を進めています。まだ地域ではそういっ

た部分について、地域の人たちを含めた検討委員会等も進めているわけですが、まずは三

重津海軍所跡の整備等で、ガイダンス施設を作るということで、それに対する基本設計等

に要する経費が 4900 万円ということです。 

 それから、同じ三重津海軍所跡で、駐車場が今河川敷内にあるわけですが、それを外に

出して、確保するということで、駐車場の整備に要する経費、設計と一部造成にかかる経

費が 4200 万円程度でございます。 
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それから、同じ南の方でございますが、東与賀の干潟、これはビジターセンターを整備す

るということです。干潟よか公園のすぐそばに用地を定めて事業を進めていく、実施設計

と造成に関する経費を 8600 万円予定しています。 

 

次に参ります。同じ項目の 3 番目で、「大規模環境制御型園芸実証施設基盤整備事業」でご

ざいますが、ＪＡさん、全農さんと提携をいたしまして新しく事業を進めるものです。 

清掃センターから今抽出をしていますＣＯ2、二酸化炭素を活用してこれから先の農業、そ

のモデル事業をしていただくということで予算を計上しました。用地の買収、これは賃貸、

土地をあとで貸す予定にしていますが、用地の買収・整備等に要する経費として 4 億 3000

万円程度計上させていただいています。 

 

次は、大きな項目の 2 番目で、バイオマス産業都市の推進でございます。 

これは継続してやっている部分でございますが、藻類の産業推進経費として 3900 万、それ

から産業研究開発事業といたしまして 4900 万円等を計上いたしております。 

それから清掃工場の北側の部分でアルビータさんに譲渡予定をしています土地の造成関

係・整備関係それからまた周辺の環境整備等を 3 億 4000 万円程度計上しています。 

こういったものが整備されていますと、こちらの方は雨水関係でも悩んでおられますが、

下水道の事業で雨水幹線関係でやる部分とこちらの分でかなり浸水排除の部分が期待され

るところでございます。 

 

次は大きな項目として子育て・教育環境の充実でございます。発達障がい、毎回この関

連の事業については顔を出してくるところでございますが、来年はトータルライフサポー

トの検討経費ということで 200 万円弱を予算化させていただいております。 

それから、適応指導教室移転整備事業。現在「くすの実」というのがございます。学校に

なかなか、登校したくない・登校できない子どもさんたち、家に引きこもりがちな子ども

さんたちを何とか教育の場に、という思いで事業をしているところでございますが、今あ

る事業所を閉鎖して、そして今現在は子どもの休日夜間の診療所として使っている建物、

あれが 4 月に県病院跡地の方に移転いたしますので、いわゆる市の医師会で建てられた建

物の中に入りますので、その後、兵庫の方に移転をするという部分の経費でございます。 

一番下、私立保育園等整備助成経費。これはまだまだ保育園等不足しております。 

増やしていかなければならないということで、待機児童等の解消にも向かって進めていく

わけでございますが、新しく認定こども園 1 園、それからまた既存の部分での改造関係が

ここに出ています。これでいきますと大体 140 人分の保育の定数増につながるということ

でございます。 

 

次は 4 項目の文化・スポーツとコミュニティの推進でございます。県も一生懸命 150 年事

業を博覧会で頑張っておられます。3 月 17 日、肥前さが幕末維新博覧会がオープンするわ
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けでございますが、佐賀市もあわせて連携して事業を進めているという部分でございます。 

今回は 6000 万円ほど計上をいたしておりますが、昨年の部分、平成 29 年度で 3000 万円

の経費と、それから今度の補正でイベント関係ではございませんが、環境整備ですか、城

内公園等の整備関係でも 1 億 5 千万近く予定をしていますので、そういった部分をあわせ

ますと結構な額になるわけでございます。そういったところで県と一緒になって維新博の

事業を成功させたいと思っております。 

 

その後、これは佐賀市独自でございますが、精煉方跡発掘調査経費。精煉方跡の用地を

一部買収をしておりますが、その部分についての発掘調査等が求められておりますので、

その部分に着手する部分が 300 万円程度でございます。 

 

次いきます。文化・スポーツとコミュニティの推進でございます。国体を間近に控えて

まいりました。佐賀で引き受けます競技種目の中にボート・カヌー等がございますが、こ

れが嘉瀬川ダムを予定されています。嘉瀬川ダム、以前から整備をしていますが今年度は

5000 万円ちょっとの部分をつぎ込んで整備をするというものでございます。 

 

続きまして、地域コミュニティ推進事業、協働推進課ということで、まちづくり協議会等

広げていますが、その部分の経費、6000 万円でございます。 

 

次は、福祉・健康の増進でございます。介護予防通所型サービスということで、400 万円ほ

ど上げておりますが、これは新たな取り組みでございまして、個別指導によるトレーニン

グ経費ということで、まだ何ヶ所かは、決まっておりませんが、市内で介護等をお世話い

ただいている施設等にお願いする経費でございます。 

 

 障がい者緊急時居室確保事業でございます。これは、211 万円ということで出ていますが、

精神・知的などの障がいのある方の緊急時の受け入れ先を確保するために、佐賀と神埼、

吉野ヶ里で事業を進めるものでございます。 

 

 最後が、安全・安心のまちづくりでございます。これは、2 つのパートに分けております。

まずは、空家等対策事業ですね。今まで、中山間地の部分、山手の部分を中心にしており

ました空家バンク制度、これは市街地のほうも目立ってまいりました。こういったものを

含めて、対応をするということで、1500 万円、それから今度は公園でございますが、県緑

化センター跡地を佐賀市の北部地区、城北地区の公園として整備をするということで、県

から用地を譲っていただく経費でございます。4300 万円ほどです。 

 

 それから、パート２の部分でございまして、佐賀の泣きどころで、雨に弱い、水に弱い

部分でそういったものを毎年、事業を続けておりますが、河川改修関係で約 6600 万円、そ
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れから、これは、下水道局でやっていただいていますが、浸水軽減対策の主なものとして

西与賀の厘外地区の排水、来年の雨季から供用できるという部分ですが、その経費が約 6

億 6000 万円ということでございます。 

雨水のポンプ場を、平松の厘外のところに今建設中です。 

  

最後は、ガラッと変わりまして、シティプロモーションサミットが今年佐賀でイベント

があります。 

今年は佐賀市で九州議長会、それから九州市長会も4月・5月にあるわけでございますが、

秋には、全国のシティプロモーションサミットを 11 月の末に行うということで紹介をさせ

ていただきたいと思います。 

 

以上で、平成 30 年度の当初予算の説明を終わりますが、あと 2 月補正で、29 年度の予

算で少しございます。 

決算を見込んで最終調整をするものです。補正総額は 10 億 6,900 万円。補正後の額が 972

億円ということでございます。 

企業立地支援事業 9000 万円です。佐賀市に企業誘致をした部分での奨励金等の補助を

するものです。 

あと、水産業関係でノリの共同加工施設、川副町の広江漁港の東側につくるのが1億6,000

万円。それから健康保険関係で、先ほど申しましたように県で広域化をする前に赤字の部

分は整理しておきなさいということで、赤字予定の半分をコチラのほうで整理をする経費

が 11 億を少し超えております。 

  

以上が予算関係です。かなりはしょって説明いたしましたので質問も多いかも知れませ

ん。総務部長から特段補足はないということですので、これで説明を終わらせていただき

ます。 

 

（司会） 

 それでは続きまして、質疑応答に入らせていただきます。まず、議案についての質問を

お受けいたしまして、その後に市政一般についての質問をお受けしたいと思っております。

それでは、この後の進行は、幹事社であるＮＨＫの城野さまにお願いしたいと思います。 

 

（記者） 

 では、平成 30 年度当初予算（案）についてお聞きします。秀島市長４期目のスタートの

編成となりましたこの当初予算（案）ですが、何を重視して、どういう思いで編成された

のでしょうか。 

 

（市長） 
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 先ほど申しましたように、社会保障的な経費ですね、扶助費等の伸びがなかなか止まら

ないわけですが、それはそうとして、必要なことですので重点的につけさせていただいて

おります。キャッチフレーズ的に申しますと、いろいろ考えてありますが、佐賀が去年の

夏の野村総研さんの調査で、「暮らしやすいところ」だと言っていただきましたので、さら

に磨きをかけたいという願いのこもった予算にしているつもりです。 

 

（記者） 

 それでは、特に市長が重視されている事業・取り組みを 2，3 あげていただけますか。 

 

（市長） 

 まずは、大規模農業。ＪＡさんと。この部分ですが、「未来型の農業」のひとつのモデル

になる。特に地球環境の問題では必ずＣＯ2 が問題視されていますが、そういったものを有

効利用するという立場での農業を佐賀でモデル的にやっていただくというこの事業。その

基盤を佐賀市が整備をするということでございますので、これには熱い思いをもって投げ

かけているところです。 

 それから、これまで続けてきましたバイオマス産業ですね。これは、まだ仕上げの段階

ではありませんが、随時やらせていただく。 

 それから 3 つ目は、発達障がい。本当は原因、原因というとちょっと失礼な言い方かも

しれませんが、要因を究明してほしいわけですが、なかなかそこまではたどりつかないと。

そういう中にあって、発達障がい児それぞれ増えていくような状況の中で、療育を含めて

対応する。あるいはご家族の悩み等に相談を受けて対応をしていくのが大事じゃないかと

いうことで、思いの強い事業です。 

 あと、明治維新ですね。これは先ほども申しましたように、県も一生懸命やっています。

「佐賀さいこー」という部分で私たちも一緒に県内各市町足並みそろえてやっていこうと。 

特に佐賀市に関わる部分は多いので、事業を集中させているところです。 

 

（記者） 

 それでは、各社お願いします。 

 

（記者） 

 18 号議案の「佐賀市教育に関する事務の職務権限の特例」の部分ですが、どういう狙い

があってこのような機構改革をされるんでしょうか。 

 

（市長） 

 教育委員会との事務の分担、ここ 10 年あるいは 20 年遡ると行ったり来たりしておりま

すが、スポーツ関係ですね。そういう部分についてはまぎらわしいところもあるのですが、

特に国体が近づいてきている中で、県も教育委員会から離れて知事部局にございますので、
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その関連づけ等考えますと、市長部局のほうがいいのではないかという思いも入っていま

す。それからまた公民館関係も社会教育という立場からすると教育委員会の方なんですが、

今、どちらかというとコミュニティの拠点、いわゆるセンター的な扱いでお願いしていま

す。その関連からしますと、市長部局とのつながりが深いという意味で整理をさせていた

だいているということです。 

  

（記者） 

 関連なんですが、教育委員会から市長部局に行った場合、市長部局の何部にぶらさがる

ことになるんでしょうか。 

 

（企画調整部長） 

 先ほど市長が申しましたとおり、重点施策のひとつとして「文化・スポーツとコミュニ

ティの推進」というのを掲げております。その体制づくりということで、地域振興部とい

うのを設けました。地域振興部の中には、先ほどありましたスポーツを教育委員会から市

長部局に持ってくるということで、その地域振興部の中にスポーツをいれると。 

これは、文化とスポーツで地域振興を図る。法律上も本来は、文化・スポーツというの

は教育と非常に関連が深いということで（教育委員会に）置くべきとなっているんですが、

例外として、スポーツと文化というのは地域づくりにも非常に密接な関係があるというこ

とで、自治体が条例を制定すれば市長部局で担うことができるというふうになっておりま

す。 

 今回、スポーツだけを移しまして、文化については明治維新 150 年とか、三重津海軍所

とか、それぞれ重要なプロジェクトとしてやっていますので今回は見送りまして、スポー

ツだけを持ってきたということです。 

 コミュニティの部分につきましては、公民館事務が、今現在、協働推進課の方でソフト

事業を中心にやっております。ハードと人事部門については教育委員会に属しておりまし

た。 

わかれていることによって、非常に住民サービスが非効率な部分とか、いろんな議論が

なかなかできない部分もありましたので、教育委員会から公民館事務の残っている部分も

市長部局に、地域振興部に持ってきて、一元的に社会教育だけではなくて、地域コミュニ

ティについても推進してくということで持ってきております。 

 それと、地域振興部の中には、これから過疎化や少子高齢化が進みまして、特に中山間

部がそういった影響を受けるということで、そういったところを中心にして、地域の活性

化や定住促進など、そういうこともやっていきたいということで地域振興部を新たに立ち

上げております。以上です。 

 

■市政一般 

（記者） 
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 では、市政一般についてお聞きします。今月 5 日に、佐賀市のとなり、神埼市で自衛隊

のヘリコプターが墜落、炎上して、隊員の方がふたり亡くなり、住宅にいた小学生がケガ

をする事故がおきました。所感をお願いします。 

 

（市長） 

 我々のとなり町でのことであったわけですが、どちらかというとヘリコプターについて

は比較的安全なものだというふうに捉えていたんですが、ああいう事故で、報道等で知ら

されたことからしますと、びっくりするような事故だったですね。 

残念ながら、有能な隊員のふたりが亡くなられたということであります。また、部品等

の飛散範囲が広いというのもちょっと心配だったんですが。子どもさんが、一歩間違えば

命に関わるような事故で、よくあそこで止まったな・・という感じもしますが、いずれに

しても事故を身近に考えさせられました。 

 

（記者） 

 あさってから、事故機と同型機を除くヘリコプターの飛行が目達原のほうで再開される

ということについてはいかがでしょうか。 

 

（市長） 

 これは、我々からするとそのことについてはコメントする立場にはなくてですね、それ

なりの安全策というものを考えて、事故機と同型機は飛ばさないということで、その他の

部分ということで、その点についてはやむをえないと思っています。そうであっても安全

策と被災された地域の皆さん等の不安というものはまだ残っていますので、そういった部

分に配慮しながら、運航をしていただきたいと思います。 

 

（記者） 

 このことを踏まえたうえで、佐賀空港のオスプレイの配備計画について、市長のお考え

はいかがでしょうか？ 

 

（市長） 

 はい、オスプレイが 17 機、それからヘリコプターが 50 機という数値はそういうふうに

なっております。あの部分ですと、住民の皆さんが不安に思っていることが増したという

ことは事実であります。ただ、私の場合は、それ以前にですね、約束事があって、事故を

起こしてからではなくて、自衛隊との共用そのものを否定した文書があるわけでございま

すので、これをどう整理するのかとまだそちらのほうが先だという考え方は変わりません。 

 

（記者） 

佐賀市に非常に近い部分での墜落事故ということでありましたが、市民に対しての思っ
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ていることはありますか。 

 

（市長） 

 市民の皆さんには、特段ここで言われたように、訴えるということは、私は持ち合わせ

ておりません。ただ、私自身が感じていたことで、比較的にヘリコプターは、安全という

ふうに思っていたのが、その思いがあれで壊されたという部分です。 

 

（記者） 

 玄海原発について、お聞きします。今月１６日に原子炉に核燃料を入れる作業が行われ

ました。この点についていかがでしょうか。 

 

（市長） 

いわゆる国と九電さんで、厳正な審査等を踏まえて、準備を進めておられますので、私

のほうから特段、そのことについてコメントをする立場ではないということで、私そのも

のは、原発に頼らないエネルギー、代替エネルギーですね、再生可能なエネルギーを求め

るべきだとの考え方の中で、ただそれを今すぐ実現しなさいといっても無理なことだから、 

そういったものを目指すと、その一定の過程の中では、原発の稼動もやむをえないという

立場を表明しておりますので、できるだけ、早い時期に原発に頼らない、依存しなくてい

いような電源ですかね、そういったものが開発されたらと思います。 

 

（記者） 

 西友閉店まで残りわずかになりましたけども、市は土地購入を目指していますが、新た

な動きとかありましたら教えていただけないでしょうか？ 

 

（市長） 

西友跡地ですね、途中で頓挫という言葉がいいのかどうか知りませんが、挫折をした事

業でございます。役所としては、駅周辺の部分に、基本構想をまとめて、次なる計画に結

び付けていきたいところでございますが、なかなか進んでいないのが実態だと思います。

また JA 佐賀中央さんの部分の話もいい話をというふうに期待をしているところでござい

ますが、まだそちらの部分もそういうふうには伝わってこないというような状況の中で、

とりあえず、佐賀市は３月に閉店予定の西友さんに、跡地をよければ佐賀市に取得をさせ

てください、そしてあの辺一体のまちづくりの土地として協力してください、こちらのほ

うにも地権者の皆さんにはご理解を完全には得ていないというところでございます。 

 

（記者） 

前回の議会で、西友の閉店の影響で買物に困る人たちが出てくるということで、対応を

考えるということでしたが、具体的な対応はどういうことをされているのでしょうか。 
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（市長） 

 残念ながら、西友さんの閉店後の買物での不便さ、そういったものを解消する策といっ

たものは、具体的には出てきておりません。また、民間のほうでも名乗りを聞いておりま

せん。 

 

（記者） 

市としては、具体的に働きかけをしたり、行動をとったりされているのでしょうか。 

 

（市長） 

 いろいろ、打診的な部分は、そういう話は聞かないわけではないのですが、具体性がな

いということです。それに対して、市は積極的に対策を乗り出すといったところにはいっ

ていません。 

 

（記者） 

前回の議会で買物難民という言葉もでたと思うのですが、市長としても喫緊の課題だと

感じているのですか。 

 

（市長） 

 ここはですね、佐賀駅の玄関口でございまして、佐賀に来られた方もそうなんですが、

あの辺でマンションがたくさんございます。生活をされていて、みなさんたちが、ちょっ

と離れたところまで、今後いかなければいけないことに対して、そういった部分に対して

不安と申しますか、不満そういったものを、非常に身につまされると感じが私にも感じら

れると思いますので、一刻も早く解消されればというふうな思いです。ただ、このことに

ついて市が積極的に事業所を誘致すると、そこに誘致してその解消策も大きな役割をお願

いできるのかどうか、まだそれまではいっていないということです。 

 

（記者） 

神埼の事故のあと、自衛隊に事故の説明を求められたと思いますが、そこのやり取りを

教えてください。 

 

（市長） 

事故の説明はですね、こちらのほうから、申し入れはしているのですが、一般的な文書、

メール文書しか届いていないと思います。先週の金曜日に向こうから責任者がおいでにな

って、概況を報告されましたが、ほぼ新聞等で報道されている内容と同じでした。 

 

（記者） 
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その説明は、市長は直接聞かれたのでしょうか。 

 

（市長） 

 金曜日に別の用事が入っていましたが、その日に来るから、時間がとれるかということ

で、調整して、応対をしたところです。 

 

（記者） 

市長は、どのようなことを対応されたのでしょうか。 

 

（市長） 

隊員を亡くされたことのお悔やみと、もうひとつ、神埼はもちろんのこと、佐賀にあっ

てもヘリコプターに対する恐怖感というものがまだ十分に残っているとそういった部分を

踏まえて安全な行動をとってほしいと申しました。 

 

（記者） 

駅周辺整備の関係で、たしか計画３月ほどの公表予定だったと思いますが、土地の買収

が済んでいないということは、公表が遅れているということなんでしょうか。 

 

（企画調整部長） 

 駅周辺の整備構想につきましては、まず構想を昨年度策定をいたしまして、今年度は基

本計画を策定しております。今年度内に計画策定を終える予定にしておりましたけれども、

地権者さんとの交渉もありますし、具体的な案を検討委員会をつくって検討していますが、

なかなか進まないということで繰越を予定しております。以上です。 

 

（記者） 

 そのくらい遅れるとか目処とかわかりますか？ 

 

（企画調整部長） 

 いろいろな条件が整わないと策定はできないと思うのですけど、繰り越して、少なくと

も 30 年度内には計画を作る予定にしております。 

 

（司会） 

 他にないでしょうか。 

それでは、以上を持ちまして記者会見を終わります。 


