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平成３０年１１月佐賀市長記者会見 

 

平成３０年１１月定例会の議案について 

日時：平成３０年１１月２２日（木）13 時 30 分～14 時 45 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】 

みなさんこんにちは 

定刻になりましたので、ただいまから市議会１１月定例会の議案について記者会見を始め

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の資料を２点置いております。 

また、事前レクの際に配布いたしました資料が、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市長から行い、それに対する質疑をお受けしたいと思

います。そのあとに、市政一般についての質問にお受けいたします。 

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、マイクを使ってのご発言にご協力をよろしくお願いいたします。 

それでは始めさせていただきます。 

 

【市長】 

皆さんこんにちは。 

11 月議会を前にして説明をさせていただきたいと思います。 

まず、この資料で参ります。 

11 月定例会案件一覧、今回送付する部分は、17 件で議案は 15 件、報告事項が 2件となっ

ています。先に説明があっていると思いますが、私のほうから説明して、不足部分につい

ては、総務部長からそこはお願いすることにします。 

まず、議案でございますが、107 号、108 号、109 号これは、補正予算関係、110、112 号

これが給与関係、次に 111 号が手数料関係でございます。指定管理者が 114、115、116 号

と 3件ございます。道路関係を飛ばしまして、新栄小学校、本庄小学校の耐震の改造の契

約変更の部分が２つございます。文化振興課の 120 号財産の取得ですが、これは、多布施

にあります精煉方の跡地の可能な部分を買わせていただく部分でございます。 

そして、報告事項が 15 号、16 号と 2 つ続きますが、16 号の中に草刈機で、8 月の下旬で

すが、夏休みが終わるころに、それぞれ学校で草刈りを行っていますが、これが続いたと

いうことで、これについては教育委員会を通じて、緊急に係を呼んで注意をするように促
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したところでございます。 

今年はなぜか 8月の下旬にどんどん続いてしまったということでございます。このあと、

11 月の補正予算に入ります。 

 今回の補正は、制度改正に伴うもの又は緊急を要する経費として最小限度に留めており

ます。大きいのは、豪雨災害の復旧経費、前回に続いて今回出すものであります。 

一般会計を取り上げてみます。今回補正額は、9 億 6,000 万円、補正後の額が、1,010 億

円ということであります。1,000 億円を超える予算ということは、一昨年に続いてのこと

であります。 

一般会計の主な事業ですが、約 7 億円で、7 月豪雨災害復旧経費の残りの部分というこ

とで、今回出しております。これで合計いたしますと災害関係で 35 億円を超えるという

ことで、だいたい災害が少ないときは、2～3億円でとどまっていますので、異常な数字だ

というふうに捉えているところでございます。 

あと同じ災害でハウス等被害を受けられた方、これに対する撤去、解体についての助成

制度もありますので、そういったものを活用した事業が1,200万円ということであります。 

続きまして、支所関係、久保田支所、久保田公民館の移転等に伴いまして、改築をする

ものでございます。あわせて 5億 3,000 万円を債務負担行為として計上するものでありま

す。 

 続きまして、地域バイオエコノミーネットワーク推進事業でありますが、新しい事業で

ございますが、国が支援をしてくれるものでございます。みなさんご存知のとおり、佐賀

はバイオマス産業都市ということで、認定を受けております。下水の処理施設、あるいは

ゴミの処理施設、そういったところの既存の施設から出ます排ガスまたは汚泥、そういっ

たものを有効に利用して資源として、あるいはエネルギーとして活用して、国からも低炭

素社会の構築をしていることとして、評価をいただいているところでございますが、その

中で、特に二酸化炭素分離回収設備を、清掃工場で二酸化炭素を回収しているわけでござ

いますが、まだまだ軌道にのっていない部分もありますが、こういった取り組み、これは

全国的に世界的に広がったら、ＣＯ２削減になって、地球温暖化防止に資するものになる

ということで国も注目をしているところでございます。今回注目されているのは、経済産

業省でございます。佐賀の取り組みをできればパッケージ化して、全国に広げられればと

いうことでその部分の開発費、研究費が助成されるものでございます。 

あと詳しいことは、担当から説明をさせてもらいたいと思いますが、その部分の経費、761

万円を掲げさせていただきました。 

 

 それから、生活困窮者の家計相談支援事業 4,900 万円、あと富士山村広場の改修事業、

これに 2,820 万円、ここは、スポーツツーリズムということで、旧富士小学校跡地を活用

し、宿泊合宿が出来る施設を整備していく予定でありますが、そこに必要な広場、グラウ

ンドのその部分の用地取得と実施設計を頭出しさせていただいたところでございます。 

次は、保育所関係の事業です。2,306 万円ですが、ご存知のように、今、保育士さんた
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ちが非常に不足していて、入所の施設そのものには少し余裕があったとしても、保育士さ

んが集まらないということで、大きな悩みで、入所待ちにもつながっている部分もあるわ

けでございますが、できるだけ保育士さんたちの事務的な負担を減らすために、ＩＣＴの

導入ですが、日誌の作成等の簡素化を進めています、補助金がついてまいりますが、それ

とあわせて保育時の事故防止のための施設整備費が含まれております。 

あと、公民館における公衆無線ＬＡＮ環境整備事業でございますが、施設にはございます

が、多くの人たちが災害時に使いますと容量不足ということで、補強する意味で、約 1,000

万円の事業費を計上させていただいたところでございます。 

あとはシティプロモーションで、今回サシパワーとして、福岡で宣伝させていただいた

ものですが、これをトピックスとして掲げました。 

以上で、私からの説明は終わらせていただきますが、あと補足をお願いします。 

 

【新産業推進課長】 

 それでは、地域バイオエコノミーネットワーク推進事業について少し補足をさせていた

だきます。 

地域バイオエコノミーネットワーク推進事業につきましては、国のプロジェクトでござい

まして、この先端的な研究に佐賀市が選ばれたということであり、延いては国のプロジェ

クトでございますので、費用的には、760 万円でございますが、すべて国の委託事業とし

て、市費はかからないということになっております。 

佐賀市が取り組む内容につきましては、そこにお示ししている図のとおりで、たとえば

排水の処理だとか、企業活動の中から出てくる廃棄物など、シングルフローで処理してい

たものを有機的につなげることで、いろんなものづくりにつなげていくとか、新しい技術

の開発につなげていきたい、そういったものを、経済的にもしくは環境的な評価を、ＬＣ

Ａを使って、シュミレーションソフトを作っていくということで、地域のバイオマスの活

用から、今後は世界的なグローバルな視野を持った、もしくはアジア、ヨーロッパを見据

えて、シュミレーションソフトを作っていきたいということで、開発を進めているところ

でございます。 

今年度の事業で、5 ヵ年計画でございまして、2022 年度までの事業でございます。 

 

【市長】 

 総務部長からは、ないですか。 

 

【総務部長】 

 私からは特段ございません。 

 

【司会】 

 それでは、以上で説明が終わりましたので、これより質問をお受けしたいと思います。これ
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からの進行は、幹事社にお願いいたします。 

 

【記者】 

 まずは、補正予算で、9 億 6,000 万円で成立すれば、年度で 1,010 億円ということで、

これまで最大規模の予算になったということについて、市長としてはどのような認識でし

ょうか？ 

 

【市長】 

 １,000 億円を超えたときも、やっと 1,000 億円を超えたかというものでありましたが、

佐賀市ぐらいの人口規模でいきますと普通、私の感覚では、1,000 億円を超えるぐらいの

予算をもっていていいと思っていますが、佐賀市は予算的には規模が小さいものだと思っ

ています。今回はその中の膨れた部分が災害ということで、ある意味では、つらい思いを

されたところもありまして、内容的には増えたからといって喜べる段階ではない、ある意

味では、つらい事業費だと思います。 

 

【幹事社】 

 このほか、補正予算を含む今回の議案について、各社さん質問あればお願いします。 

 

【記者】 

 地域バイオエコノミーネットワーク事業についてお願いします。これは、市長が肝いり

事業とされているバイオマス産業都市に関係する大きな事業だと思いますが、この事業の 

今後の可能性とか展望とか、市長の思いも含めて、もう一度教えていただけないでしょう

か。 

 

【市長】 

 片方では、先ほどふれましたが、清掃工場のＣＯ２取り出し、その部分でだいたい、今

使っているのが、計画値の 1割ぐらいしかないわけですね、１トンに対して 100 キロぐら

いということで、それは、進出して来られたアルビータさんが、できるだけＣＯ２も少な

くて済むような装置をつけられている部分として理解できますが、ほんとは、あれがもっ

と大きな農業とか工業とか、もっと使って欲しいという考え方はあります。 

ただ、今のところ液化する装置がないということで、パイプでつながなければいけない

ということで、使用範囲が限られてくると、今後、全農さんの施設等が来たりされ、ある

いは、アルビータさんの工場、培養地が拡大されますと使用量も増えていく、それでも余

裕があると。ほんとは液化等をして、どこでも持ち運べるということになるともっと活用

範囲が、あるいはドライアイス等での活用も期待されるので、重宝がられる品物でござい

ます。そういう意味では、先ほども申しましたとおり、パイピングしか使えないというこ

とで、もっと活用方法、範囲を広げていければと思っております。 
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いずれにしましても、そういう段階で、環境省とか、あるいはこれまで国交省、農林水

産省とか、そういった部分での相談等にも応じてもらいましたが、今回、経済産業省が地

球的な規模の温暖化をやっぱり抑制をしていくということに強く危機感と狙いを定めて

おりますので、そういう中で、佐賀市の今の取り組みは、完全ではない部分もありますが、

そういうものに目を向けていただいているとあるいは国のそれぞれの機関、数日前にも、

名前は申しませんが、今、国会で活躍されているような人も、佐賀に来られたときに、ぜ

ひ見たいと、それに答えられるような運転、事業の推進をしていかなければならないと思

いますが、今回、経済産業省もそれなりに応援をしていくということですので、その期待

に答えたいと思います。 

みなさんの中で、もしＣＯ２の先進事例があれば教えていただければ、なおうれしいと

ころでございます。 

 

【記者】 

すみません、今のことに続きまして、ＣＯ２削減というのは世界的な課題でもありますし、

ＳＤＧｓといった持続可能な社会につながる事業と思うんですけど、それを佐賀から取り組ん

でいくという市長の思いをもう一度お願いします。 

 

【市長】 

 私は皆さんたちよりも歳がかなりいっていますので、私が生きている間はそれなりの生活が

できるかもしれないけれども、今の皆さんの子どもさん、あるいは孫の時代にこのまま地球温

暖化が進んでいったときにはどうなるのか、生活環境はかなり厳しいものになるのではないか。

それから海の資源、農産物、もろもろ温暖化になってくると大変な問題があります。 

 特にオランダでも進んでいますけど、オランダも佐賀と同じように、平地というのか潮の干

満等で左右をされて、危機的な状況にもなっておりますので、オランダでもこういったものは

進められております。 

それとほかに、太平洋の小さな島などを例に挙げてもおわかりかと思いますが、埋没という

のでしょうか。海面上昇によって水没してしまうという危機的な環境を持っているところはた

くさんあります。そのようなことを防ぐために、ぜひ取り組まなければならないと私は思って

おりますが、いつも申していますように、なぜかアメリカのトランプさんは、パリ協定から離

れると言っている。なんとかファーストではないですが、自分のことだけ考えればいいという

わけではないというのが、私の持論でございまして、地球みんなで守っていこうと。我々がこ

こに住んだ100年か 200年の間にものすごく環境が悪化してしまったので、少しでも和らげて、

これから先の時代を生きる人たちに負荷を与えない、できればいい環境に戻すということをし

なくてはならないという義務感を感じています。 

 

【記者】 

 今の質問に関連して、環境問題のような長期的な視点に立つ政策の場合に、短期的なコスト
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をどう考えるかという。今回の工場でも１割程度しか稼動していないとか、その部分について、

短期的なコストをどのように市民に説明していきたいとお考えでしょうか。 

 

【市長】 

 ＣＯ２の取り出しでやっているのはうち（佐賀市）で、ほかは水素を取り出すとか、バイオ

エネルギーを省エネタイプに変えていったり、いろんなことをやっていますが、それだけ捉え

ると、最初のうちは採算いわゆる利害等考えていきますと、採算取れない部分があると思いま

す。ただ、それで止めてしまったら誰がするかと。民間がしたらいいわけですが、民間は儲け

る部分しかしないとなってきますので、そういう場合には公的機関がやるべきではないかなと。

国の施策としても、もっともっとその辺に力を入れて欲しい、あるいは支援をしていただけれ

ばなおさら結構ですが、国民全体で考えていかなければならない問題ではないかと思います。 

 できるだけ採算、コスト割れしない形での運転というのは望まれるわけですが、初期の段階

はやむをえないかなと思います。 

そのたびに私が思い出すのは、今年は明治維新 150 年でにぎわっていますが、今から 160 年

ほど前になりますか、佐賀藩で大砲を作るときに取り組んだ時のことですね。 

14 回失敗したかな。15 回目に成功したでしたかね。その当時の反射炉で鉄を取り出す作業

をしていた人は「これだけやって失敗するなら切腹ものだ」と。しかし、当時の直正公は「失

敗は恐れずにやれ」といった。これが今の佐賀にもつながっている。それと同じように、大隈

重信も「失敗を恐れるな」ということで、頑張っていただいたと思っております。 

そういう意味で、今は実験的な段階ということで、少し長い目で見てほしいというお願いを

この場を借りて申し上げたいと思います。 

 

【記者】 

 あと 1点ですが、ＣＯ２の固体化・液体化した活用アイデアを述べられましたけれども、具

体的に佐賀でも取り組むお考えがあるのでしょうか。 

 

【市長】 

 液体化というのは、国が助成金を出してくれたらそういうこともしていきたいと思いますが、

今のところそこまでいっていないということです。結構、お金のかさむものでございます。佐

賀市独自でやるという考えは今のところないけれども、話に聞くところによると、名の知れた

企業さんが将来のＣＯ２の活用範囲を睨みながら、いろいろ問い合わせをされているというあ

りがたい話は聞いております。 

 

【記者】 

 今のことに関連して、マスタータップの段階で実験だと市長もおっしゃたんですけれども、

ということは、今のところ採算が合わなくても現時点、見直すということはないということで

しょうか。 
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【市長】 

 今のところ、すぐ見直さなければならないということはないと思います。段階的な運転を今

やっておりますので、活用する分野はまだ少ないということでありまして、全農さんがどのく

らいの量になるのか、拡張したときの分ですとか、そのほか、私は楽観主義者ではないけれど

も、いい方向に進んでいくのではないのかなと。最初の出だしでちょっとつまずいているのは

このＣＯ２の問題で、ほかは特に下水の処理施設なんかでやっているガスから発電、汚泥の堆

肥化（肥料化）、処理水がノリに有効であるとか。あるいは、タンクをつけてもらいにこられ

るなど、それは早い段階から喜ばれるような施設になっています。 

 

【記者】 

 議案の中で、116 号議案についてなんですけれども、佐賀市健康運動センターの指定管理者

で、議案の資料を見ますと、三者のグループで応募されて、公募で決まったというふうに聞い

ているんですけれども、資料を見ますと構成員候補に「サガスポーツクラブ」が入っていまし

て、これは三者なのか四者なのか、新しく加わったのかどういうことなのか教えていただきた

いんですけれども。 

 

【市長】 

 サガスポーツクラブの取り扱いについては担当部長のほうから説明させます。 

 

【地域政策部長】 

 116 号議案ですけれども、おっしゃるとおり、今回候補者としてサガンドリームス、健康科

学研究所、それと古賀商事グループで候補者として議案をおはかりするものです。それで、現

在指定管理を平成 26 年から 30 年の期間で担われているのもこのグループとなります。グルー

プのサガンドリームスの中の構成メンバーとして、サガスポーツクラブさんが今回入られてい

るということでございます。 

 

【記者】 

 今回、来年度から新しく、サガスポーツクラブさんが入るということですよね。 

 

【地域政策部長】 

 これは、候補者として議会におはかりして、承認いただければ指定管理者となります。そう

なりましたら来年度から構成メンバーとして入られるということでございます。 

 

【記者】 

 今のことに関連しまして、当初、三者から四者に変わることで払われる公金は変わらないの

ですか？ 
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【地域政策部長】 

 今現在担われている予算、それから事業内容は同じでございます。今回新たに入られて、こ

この施設を使って、ソフト事業を健康増進、普及促進とかそういうものを担われると聞いてお

ります。 

 

【記者】 

 今、話題の会社でもありますので・・・。 

親子のところで、増やしたり、出入りなどは自由なんですか？こういう連合というグループ

というのは。 

 

【地域政策部長】 

 指定管理者をプロポーザルで公募しまして選定しておりますけれども、どういうグループで

公募に参加されるかというのはあくまでも民・民で協議をされて参加されるわけですから、そ

れについては、私どもは、一切関知はしません。内容を吟味して妥当であると判断すれば指定

管理の候補者として選定するということです。 

 

【記者】 

 それで議案に挙がっているということは、内容を吟味して妥当であると判断しているという

ことですよね。 

 

【地域政策部長】 

 今、富士小学校跡地の体育館改修の件で話題になっているとおっしゃりたいと思いますが、

それとは別で、ここはあくまでも佐賀市健康運動センターの指定管理について指定管理者とし

て適切かどうかというのを見るだけですので、それで妥当と判断すれば今後候補者として議会

に承認をお願いするということです。 

 

【幹事社】 

 他に議案で質問のある方はありますか。では、市政一般の方に入ります。幹事社の方からお

伺いします。 

 今、話題に出ましたけれども、総務委員会で所管事務調査が行われている旧富士小学校体育

館改修問題ですけれども、特に総務部でのいろんな事務内容の問題等での指摘がされています。

市長として、特にどこが問題だったと認識していらっしゃるでしょうか。 

 

【市長】 

 10 月の決算委員会でこれに関するものが指摘されて、全体が決算不認定となり、その後のお

詫びの会見でも申したと思います。その後に議会のほうでは総務委員会で調査をされています
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ので、あまり私の見解でしゃべりますと、波紋を投げかけることになりますので、いまのとこ

ろできるだけ控えさせていただいています。 

 要は、地方自治で、２元代表制で議会の権限と役割を結果的には無視したような形でこちら

のほうが進んだと。流用等は認められた中で進んだものではありますが、佐賀市の執行部と議

会で築き上げた慣習というものもございますが、それをおろそかにしていたというのが一番の

問題だと思います。 

 それに加えまして、契約の方法や記録が十分にとられていないとかですね、こちらのほうか

ら出しました日付･数値を含めて整合性がとれていないところがあったということで、私がい

ちばん問題にしたいのは、そのことによって議会はもちろんのこと、市民の皆さんに対して信

頼を喪失させたということ。その信頼の回復はこれから先私どもに課せられた大きな課題と思

っております。 

 混乱の原因はいろいろございますが、ひとつは、急ぐ理由はわかるけれども、本来ならば組

織を使ってきちんと事業を進めなくてはならないのが、組織で動いた力というのが非常に弱く

て、関係課の数人を主体的にやって、組織全体として動いたという形跡が非常に弱いというの

が問題であったのではないか。議会や地元への対応がばらばらで、情報の共有が図られていな

かったのではなかろうかと思っております。私の立場から今考えますと、大きな反省点だと思

っているところです。 

 

【記者】 

 その処分についてなんですけれども、副市長・市長・関係職員の処分について、市長は 10

月 5 日の会見で「処分は先にくるものではない」とおっしゃりながらも、「12 月議会までには

整理したい」という言葉もありました。総務委員会の調査がまだ続いておりまして、出口が見

えない状況ですけれども処分を判断する時期はどのようにお考えでしょうか。 

 

【市長】 

 10 月の初めの会見の時は、希望としては 12 月議会にきちんと整理して、経緯が了解されて、

私を含めた関係者の処分までいけたらいいなと思っておりましたが、今の段階でみますと調査

もまだ入り口のところで止まっているといった状況の中で処分等を明らかにするということ

は考えられません。だから、あの時に言った約束というか計画というのは完全に狂っていると

いうことですね。 

  

【記者】 

 今後の時期については、まだはっきりしないという・・・。 

 

【市長】 

 今後の時期は、議会の進み具合を考慮しないといけないと思っていますので、目処は立って

いません。申し訳ございません。 
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【幹事社】 

 それでは、市政一般について、各社さんお願いします。 

 

【記者】 

 小学校に関連しまして「議会に説明しなかったことに一番の原因がある」とおっしゃったん

ですけれども、議会に改修理由を明記した起案文、事実誤認といったらいいのか、それとも虚

偽を書いたのか。まだ調査中の部分もあると思いますが、これについて市長はどう思われてい

るのでしょうか。 

 

【市長】 

 10 月の時点でも申しましたとおり、相談を受けたのが去年の末だったと思います。その時に

プロバスケットボールチームが佐賀に誕生して、練習の体育館を探していると。 

通常、学校の部分が考えられるが、いろいろ詰まっている。たまたま、運よく富士小学校の

跡地の体育館が、あまり大きくありませんが、そこが空いている。以前に消火器等をばらまか

れたりしているというようなことは聞いておりましたので。荒れていると。 

だからその部分で修理をしなければならない。私は「修繕」と捉えたんですが。とりあえず

使えるようする必要があるということだったので、私は修理・修繕という範囲で受け取ったん

ですが、それは地域の活性化のためにもいいことではないですかと、それとスポーツは地域の

人たち、とくにサガン鳥栖がそうであるように地域の人たちが感動を覚えるものだと、地域の

人たちがそれなりに住みやすい場と、住むのに親しまれる場になるためには感動というものが

なければならないと。感動というのはスポーツもありますし、文化芸術そういったものもある

訳ですが必要だということで、それはいいことじゃないですかと言ったのがはじまりですね。

そこから私はスタートしている。その前にいろいろ調査はされておりますが、そこでいいこと

ではないですかと言って、進んだと私は思っております。 

 

【記者】 

起案文についてはいかがでしょうか？ 

 

【市長】 

起案文はいろいろ書き方あると思いますが、西日本さんが早かったですね、2 週間ほど前に

ガラスは割れてなかったと業者の声を出されておりましたが、私は頭の中にガラスも割れてい

たと入っておりました。そういう報告を受けておりましたので。ただ内容的にそうではなかっ

たと。あとで聞いてみますと校舎は投石でガラスが割れていて、体育館もドアノブなんかが壊

されていたと聞いておりましたので、そういったものと合わさって錯覚したのかと。ただなん

で 1人だけしか見てないのかと。普通であれば複数の目で見て、それをそれなりに起案文に書

けばよかったのにと思っています。 
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ただ私の方からそのことをこれ以上責めることはできません。ただそれがあったからといっ

てあの体育館がそのまま使われるような状態だったかというと、私は見ていませんが、写真等

で見ますとやっぱり問題だろうなと。特に床がささくれたりなんかしていますと、裸足でバス

ケットはしないとしても、倒れたりすると木の針といいますか突き刺さったりするので、そう

いったものを考えると、私も体育館を以前地域のスポーツクラブで使っていた経験からすると

危なくて使えないと、最低使えるだけの修繕はすると。そういう意味では修繕したことについ

ては、違和感は感じない。ただ次から次になんかかんか入ってきて、改修をする人は、いろん

なスポーツに使えるようにどうせならばということで、ラインを引いたり、それでまた上にニ

スでかぶせる訳ですが、そういうことで他のスポーツにも使えるような線引き、ライン引きな

んかもしていた。そういったものが積み重なって結構大きな金額になってしまっていて、この

前も申したとおり、修繕から改修になってしまっているではないかと。そのことはいかがなも

のかということですね。そういう部分が上下の意思疎通を欠いていた部分があったんじゃなか

ろうかと思います。 

 

【記者】 

体育館をつまるところ誰のために改修したかというところを議会は問題視していると思う

んですが、結果的に体育館を修繕する必要が、例えばまだ地域住民は使ってない状態ですし、

そうなると結局誰のために急いだんですかというのが一番問題だと思うんですけどそこはど

うなんでしょうか？ 

 

【市長】 

私は聞いたところプロバスケットボールチームの練習会場として使えるような状態だと。そ

れを何も隠す必要はなかったと思います。どういう形で表に出さなかったのかですね。あとは

ほかのことにも使いたかったから書かなかったのかと私も分かりませんが。何故そこを書き添

えなかったのか。私が担当者なら書くと、堂々と書くということですね。 

 

【記者】 

チームのためっていうのは、市長はハッキリしているということですね？ 

 

【市長】 

まずはチームのためです。 

 

【記者】 

チームのためということですね。そしたらなぜ書かなかったのかというところは総務委員会

がこれから調査するところだと思うんですけども、そうであれば昨日の総務委員会の中で起案

者が事実誤認をしていたということだったんですが、それを承認した方々、当然総務部長も視

察してますし、市長も最終的に決裁しているんですけども、起案者一人の責任にしていいのか
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と感じたんですが、いかがでしょうか？ 

 

【市長】 

起案者一人の責任ではないですね。起案者は起案者の思いで書いたことですから。ただ 

これは逃げではないけども、決裁はたくさんございまして、この前も言ったとおり「ああ、あ

の話か」ということで私はつい承認というクリックを押してしまったということですね。 

だから最終的には私の責任です。 

 

【記者】 

今の市長の説明だと修繕から改修で結果的に金額が大きくなったというご説明でしたけど

も、1 月 5 日の起案の時点で相当額が上がってきていたと思うんですが、この点はいかがでし

ょうか？ 

 

【市長】 

私は起案の段階での数字は見ていません。総額いくらになったというのは、後で知ったこと

でございます。申し訳ありません、それが事実です。 

 

【記者】 

1 月 5 日の起案文には記載がなかったという意味ですか？ 

 

【市長】 

私はそこのページまでたどり着いてないということですね。 

その時の頭の中には修繕ということでいっていますので。 

 

【記者】 

わかりました。昨日のところでは、担当職員の思い込みだったということで、職員一人に責

任が押し付けられる格好になっていましたけども、こういう状況ってのは、市長はこの説明納

得できますでしょうか？ 

 

【市長】 

担当者が起案したのは事実でしょうが、担当者が一人で責任を追うものではないです。みん

な一緒です。そこで質問をしなかった者も同じ責任があると思います。だから私も質問それか

ら十分に隅から隅まで見てないという意味での責任が、最高の責任者は私ですから私の責任と

いうことになります。 

 

【記者】 

今回の一連の発端のところから考えていきますと、特に起案文のところですけども、本来は
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必要があったかなかったかも怪しいような工事だったということになってきましたが、緊急に

進めなければならなかった、そして起案文を見ますと緊急性があるように書いてあります。そ

れは嘘だったのか事実とは異なったのか、そこは分かりませんけども、そうした理由をこしら

えてまで、急がなければならなかったこの理由は何だったのかとお考えでしょうか？ 

 

【市長】 

そこの部分は私も十分に分からないことがありますが、4 月スタートということでそれに合

わせるために急いだんだろうと私は推測します。それと、これは私は見解が違いますが、しな

くていい仕事をしているはずはありません。先ほど申しましたようにそれなりの修繕は必要だ

と思います。ただそれがいろんなところまで広がって。それと思いの部分が、ここを変えたら

どうせなら耐震までしとかないといかんというところまで広がって。担当者を私が呼んでどこ

をどうするのか？としておけばよかったけれども、担当者はそれなりの規模の修繕をしなけれ

ばいけないと、私は修繕はとりあえず使える位の修繕だと、同じ修繕でもかなり担当者と開き

があったということで、意思疎通が十分きかなったというのが私の責任ということになります。 

 

【記者】 

今、市長が工事の必要性があったというのは、これはバルーナーズが目的だから必要があっ

たということですよね。 

 

【市長】 

まずはバルーナーズが必要だからということですね。 

 

【記者】 

すみません、失礼ながら今回現場の人たちの説明をずっと聞いていて感じたことなんですが、

組織の風土として上からの指示に逆らえないような異論を持ち上げることができないような

組織風土があるんじゃないかと感じたんですが、いかがでしょうか？ 

 

【市長】 

それは、私はそんなに感じてなかったけれども、そういうのがあったかなと。 

国との関係等を見ますとそういったものを感じられますので、いわゆる忖度を含めてそういう

のがあったんじゃないかと。それは私の反省するところです。今日皆さんたちの周りに私の同

僚がおりますが、たぶんそういう感じを反省点としてあげるかもしれませんね。 

 

【総務部長】 

すみません補足をさせてください。1 月 5 日の起案文の内容ですが、中に金額の記載はあっ

ておりません。ご確認されてください。 
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【記者】 

ありがとうございました。 

 

【記者】 

今、忖度があったといいましたが、市長への忖度なんでしょうか、それとも畑瀬総務部長へ

の忖度でしょうか？ 

 

【市長】 

私への忖度ですね。 

 

【記者】 

市長への忖度ですか？よく分からないことになりますけども。 

 

【市長】 

私が最高責任者だからということです。 

 

【記者】 

決算が不認定になったことについては地方自治法に基づいて、報告対象や再発防止策などを

提示するということですけども、今総務委員会で調査が行われていますが、内部的な調査とか

再発防止に向けた対策というのは進んでいるんでしょうか？ 

 

【市長】 

内部的な調査は一応総務部中心にやってもらっていますが、それをもとに議会で調査をして

いただく手はずになっていますが、そこの部分についての修正等がいくらか続きましたので、

あれは信用できんと議会から思われていないかなと、そこらへんを心配しています。だからそ

れでいいのか、あくまで内部でやっていますので、外部の皆さんたちに公平公正さの立場を持

った人たちに頼んで、もう一回調査する方法もあるかなと。そういったものが今頭の中に交錯

しています。 

 

【記者】 

市の再発防止策というのは総務委員会の調査を一部もとにするのか、それとも内部また市と

して第三者のというのは。 

 

【市長】 

総務委員会でどういう指摘がでるのか、それは重く感じなければなりません。 

ただそれを今ここで私が申し上げるものではありませんし、ただ役所がそれ以外でも先ほど申

しましたように雰囲気とか、私がそういったものを感じたということで組織の有り様とか、や
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っぱり出てくると思います。それはそれでしっかり整理をすべきだと思います。 

 

【記者】 

10 月 5 日に市長が会見の場で議会や市民に対して謝罪した訳ですけども、その後も総務委員

会の中で市職員の聞き取りが二転三転したということで総務部長が複数回、議員に対して謝罪

している訳ですが、そういうのを考えると聞き取り調査に対して、市職員が本当のことを最初

から話せない状況があったという疑念が生じていると思うのですが、そこはいかがお考えでし

ょうか。 

 

【市長】 

それは私がここでまだその部分の調査が入ってないので私が偏見と予見という感じで申す

べきところではないので控えさせていただきます。 

 

【記者】 

先ほど第三者を入れるという考えが一つあるということでお話されましたけども 

内部の調査に限界というのも感じていられるということでしょうか？ 

 

【市長】 

一般的にですが、内部だとどうしても都合の悪い部分については小さく出す可能性がありま

す。民間の方でも一緒だと思いますが。そうではなくて信頼していただけばそれでもいいわけ

ですが、そうでなくて信頼をなくしておりますので、住民の皆さんたちの信頼を回復させると。

また議会の信頼を回復させるための資料を調査結果としてまとめるためにはそういう方向も

あるのかなと思います。よそではよく出ているようですので、ただ佐賀市の場合は、私がそれ

をするんじゃなくて議会の方で今やられている部分。そしてそれに合わせて私の方からそうい

うことをさせてくださいと出した場合は、まだ結論じゃないですが、そういう機会を与えてい

ただければありがたいなと個人的に思っています。 

 

【記者】 

すみません市長、決算不認定後、総務委員会で調査が始まっていますが、市長はその間調査

される職員ですとか、一般の職員に対してどういう指導をされているのですか？ 

 

【市長】 

委員会で質問されたようなことの報告を受けます。そこできちんと誠意を持って答えなさい

しかいう方法はないですね。 

 

【記者】 

市長がそういう厳しい指導をされているにも関わらず、あいまいな発言をされたり公文書と
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メモの違いが分らないような職員がいらっしゃったりで、議員の方からも職員の質を疑問視す

るような声もあるのですが市長はどうお考えでしょうか？ 

 

【市長】 

すべてがメモとって報告書類として残すことにはならないと思いますが、ポイントポイント

はその時点その時点でまとめていたほうが良かったなと。ただ今回についてはいわゆるいつか

ら始まったかという日にちの問題となりましたが、どの時点でスタートというのはなかなか分

かりづらかったと思います。 

口頭で要望があった場合と正式に文書が出た時などいろいろあればよかったですが、文書が

出ていませんから。それ以上は私の方から言うべきでないと思いますので調査委員会の方を待

ちたいと思います。 

 

【記者】 

なければ私が続けます。市長は 13 年前初当選されたとき、前政権から民主的な市政を取り

戻すということでトップダウンの市政を批判されていたんですけども、今 4期目の現状、決算

不認定後以降明らかになっている現状を見て、市の職員がどう感じていると市長は思われ

ますか 

 

【市長】 

私は民主的にさせていただいていると思います。ただ、合併して広くなっていますので

隅から隅まで私が声を掛けたりなんかする機会は非常に少ないわけでございますが、そう

いう意味では最大限の民主的な運営をさせていただいていると思います。それに反するよ

うなことがあれば、議会の指摘とかですね、今日おられるメディアのみなさんの指摘だと

か、当然職員の指摘もあると思います。一般的にいって、長くなるとそういったのが届き

にくくなるという声も頭の中に入れているところです。 

 

【記者】 

もう一点。市長、今年の新春のあいさつの中で、他部署間の連携が取れていませんと市

民から言われて、そういうところは市長のやりがいだという風におっしゃっていたと思う

ですけれど、一方今回の総務委員会では…固有名詞を出すのははばかられるんですけど、

一部のチームでやっているじゃないかというように指摘があったんですけど、市長はどう

思われますか。 

 

【市長】 

そのことをですね、さっき、あえて反省点として、今時点でということで、そういうこ

とです。1 人でやる場合もあるわけですが、大体、それぞれ組織がございます。チームが

ございます。チームの一体で前へすすむ。あるいは方向性を定める。そういうのが必要と
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なるわけですが、今回の部分については、その部分が欠落していたととらえていい。完全

に欠落じゃないですけれどね、そういった部分でそういう感覚で、最終的には監督責任者

が誰なのかがはっきりしていないような状況だったと思います。 

 

【記者】 

監督責任者は、はっきりされているんじゃないですか。 

 

【市長】 

現場がですよ。現場の指揮監督が、私はおろそかだった。通常は部長とか課長とかがカ

チッと押さえるということですね。 

 

【記者】 

先ほど、ちょっとお話に出ていたんですけれども、この問題についてですね、スポーツ

チーム側から、副市長を中心に当時の総務部長を中心に話を受けて、書類等を一切残さず

に体育館の改修等を進めていったと、この間また出た話がですね、地元の自治会への選手

の就職の斡旋というのも、チーム側から自治会側へ話があって、その場に職員さんが立ち

会っていらして、それも文書等のそういった記録は無くて、そういう風に、チームと市の

総務部長、副市長との個人の関係で、口頭で物事を進めていったと。市長が以前おっしゃ

っていたのは、自治体がプロスポーツチームの結成を応援すること自体は、それはやるべ

きことだとおっしゃっていたんですけれども、それをこういった風に記録を残さずに進め

ていったということについてはどう思われますが。 

 

【市長】 

誤解のないようにしますが、プロチームで新聞にも載っていましたように、就職関係ま

で支援の手を伸ばしたということで書かれております。あれは、サガン鳥栖だってまだＪ

２の時にですね、やっぱり選手はできるだけお金持たないから自前でということで、竹原

さんの時代じゃないですよね。前の松本監督がおられた頃にですね、選手が集まらない。

それで選手の寿命は短いから、選手を辞めてあるいは選手としてグラウンドに立てないよ

うな人たち、そういったものの仕事をということですね、なんとか、地域のサッカーの指

導とか、あるいは体育の指導とか、そういったものでお願いをされていたこともございま

す。そういう意味では地域と一体になって、いわゆる花形の選手だけじゃなくて、周りの

人たちも、普段日が当たらないような人たちへの支援を以前もやっていました。だからそ

れと同じような感覚で捉えていただければと私は思っております。特段個人的な利益で

云々とかそういうものではなくて、いつかはチームとして、チームの一員であった人たち

がそれなりの働きをして全体のチームとして、佐賀に感動に与える、というのが出てくる

んじゃないかと。そういった意味からすると、そういった支援をさせていただく。 

しかしその前提はちゃんと議会にいっての話で。個人的な知り合いということで進める



18 

 

ものではない。あくまでも、議会にそういったものをやりますよというのが前提になって

の話です。 

 

【記者】 

議会への報告と文書に残すということについては、必要性はいかがでしょうか。 

 

【市長】 

私もですね、あまり言えたものではないからですね、文書に残すことはあまりしていま

せんのですね。ただ、残さなければならないもの。そういった伺いとかなんとかはそうい

ったものはきちんと。ただ相手と会ってこうこうだというのは、最後にまとめて文章化す

るという私のそういう癖がありますので、今回の場合がそれにあてはまるのか、それは私

は本人さんと話をしておりませんので、そこのことはいえません。 

私も、さっき言ったように、残す場合と残さない場合。それなりに自分の判断で、これ

は残さなければならない文章、これは残さなくてもあとでまとめて残す方法があると。そ

ういうのが、使い分けをしていると思います。 

 

【記者】 

今のご説明だと、今回の就職の斡旋というのは、市長のご認識では市として斡旋に関わ

ったということでよろしいでしょうか。 

 

【市長】 

そこまでしていたというのは聞いていなかったんですが、今回そういうことまでしてい

たと。だから私は支援の中の一つの行動だと思います。当然それくらいの気持ちでやらな

いと。いい時だけしっぽ振っていって、そうでない時は何も知らんというのは…分かるで

しょ？そういう都市には、そういうチームは育たないということです。 

 

【記者】 

公文書とか記録についてなんですけども、国の省庁などで、ずっと話題になっていて、

市長も元行政職員、また市長として色々と感想をお持ちだったのかなと思うんですけど、

今、佐賀市で記録とか公文書ということが話題といいますか、関心事になっていますが、

この問題に限らず、公文書の記録についてどういう考えをお持ちでしょうか。 

 

【市長】 

私もそこらへんはですね、どこまでが公文書、どこまでが記録、どこまでがメモかとい

うものはですね、その区別がなかなかわからないところであります。しかし、他の人にも

知らせる、そして記録として残すというようであればやはり公文書だと思います。そうで

はなくてやりとりの過程で、中からそういったものがいくらか抽出はされると思いますが、
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そうでないものもあると思います。何でもかんでも残すということになると、膨大な量と

膨大な資料で、その中に他の人から見ればこれは無駄だというような文章も入っています。

そこは主観的な要素が結構入ってくるんじゃなかろうか。他の職場でも大体そうだと思い

ます。文書が出たりなんかすると必ずあれですが、あるいは苦情とかですね、出てくると

あれですが、ちょっとした質問、問い合わせ、そういったものは残す場合と残さない場合。

ただ、相手は問い合わせの中に苦情的なものが入っていれば、それは残さなきゃいかんけ

ども、単なる苦情だと、同じような苦情であれば文書に残さないことだってあると思いま

す。重要な苦情とそうでない場合ですね。例えばの例で。だから、一般的に、これからこ

うだということにはならないと思います。みなさんもそうだと思います。書いたものがす

べて記事になるかと、そうでは無くて。没になることもある。 

 

【記者】 

今回体育館を改修した設計業者の幹部の方と、市長は旧知の仲だと。これは事実でしょ

うか。 

 

【市長】 

具体的に名前を言ってください。 

 

【記者】 

名前を言ってよろしいでしょうか。 

 

【市長】 

いや私が誰の事を言ってるのか…色々知った者がおるけんですね。 

 

【記者】 

石橋建築事務所の会長は、昔ながらのご友人だということでよろしいでしょうか。 

 

【市長】 

昔ながらというのは、私の高校時代からの友人ですね。 

 

【記者】 

今でも定期的に会われる仲ということでしょうか。 

 

【市長】 

週のうち何回か会っていますね、バスの中で。彼もバス通勤していますから。 

 

【記者】 
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今回その石橋建築事務所が随意契約で選ばれたことに、そのことに問題はないと考えら

れているんでしょうか。 

 

【市長】 

私がですね、担当から聞いた限りでは、私は問題ないと。逆に、そういった情報が入っ

たならば、随契するのが望ましいと。積極的に随契するのが望ましいと私は思いました。 

 

【記者】 

一点だけ、明確にこう、ないというようにおっしゃっていただければありがたいんです

けれども、今回起案書の中で窓ガラスの…ちょっと話が戻ってしまうんですけど、そこが

書かれていて、まあ他にもいろんな理由があるので、合理性はあると思うんですけれども、

今まで体育館現地を見られた方がですね、再度、今まで窓ガラスが割れていたことを承認

とかまあそういったことをして、窓ガラスという文言があるのに、それを通してきてるわ

けですけど、当初みなさんは窓ガラスが割れているということで一貫して総務委員会でも

通してきたかと思うんですが、新聞報道が出てからですね、その当事者とかに聞いてみる

と「細かくは見ていないんだ」とか「覗いたけど、それは記憶があいまいだ」とか、本当

なのかと客観的に見ると疑ってしまうところがあって、1 人の思い込みとかさっきあった

んですけど、口裏を合わせているんじゃないかと、あらぬ疑いを持ってしまうんですけど、

そういったところを明確に市長の目から見て絶対ないとここでおっしゃっていただいた

方が、調査中ではあるんですけど、市民にとっても安心すると思うので。そこをお伺いし

たいんですけど。 

 

【市長】 

口裏を合わせて？ 

 

【記者】 

口裏を合わせて、要は、最初は割れているで通していたんだけどやばいなと。見ていな

いということにしようかと。勘違いだったということに落としどころを持っていこうと、

そうすればある程度責任は免れるだろうというような。それこそ何か危ない思考があるの

ではないかと疑ってしまう。一市民としてですねそういうところがあるので、そこは絶対

ないんだと、今市長から見てもと、そういうところをおっしゃっていただきたい。 

 

【市長】 

それはですね。信じていただけるかどうかわかりませんが、絶対ありません。そこまで

疑われるような信頼関係に落ちているのが、それが残念ですね。 

 

【記者】 
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そこまで信頼が落ちてるもんだと市長も認識されていると思うんですけど、そういう意

味で総務委員会の調査を待つ一方、市長自身も判断をしていくものと思われるんですけど、

処分を出すうえで、市長が絶対に守らないといけないものと考えている信念を教えていた

だけますか。 

 

【市長】 

絶対に守らなければならないものですか。 

 

【記者】 

市長が処分を出す上で守らないといけないもの。組織なのか、それともご自身なのか、

それとも特定の誰か、なのか。失礼な言い方ですけど、市長が大事にしていることを教え

ていただけますか。 

 

【市長】 

処分をするにあたってということですかね。処分の話はここではお答えするのは控えさ

せていただきたいと思います。そういうものをしますと、議会でせっかく今調査をされて

いますので、そちらの方にも影響いたしますので処分の話は控えさせていただきます。 

今処分の話をする時期ではないと考えています。それなりの覚悟はしていますが。 

 

【記者】 

少し前の質問の絡みに戻るんですけれども、耐震補強設計をしていた石橋建築事務所の

随意契約の話なんですけれども、今回の旧富士小の件で、石橋建築事務所が絡んでくると

いう風に、話を市長が聞かれたのはいつでしょうか。 

 

【市長】 

それは、この問題が取り上げられた 10 月ですか。それまでは石橋建築が関わっていた

というのは知らなかったですね。 

 

【記者】 

先の定例議会でこの問題が紛糾してからと？ 

 

【市長】 

そこに耐震の関係の仕事が入ってきたと。それをしたのがさっきの随契ということで、

ですね。それの仕事をしたのが石橋という風に聞かされたんですね。それと、先ほどの話

が出ましたので、これは後で聞いたことですが、その随契の段階で石橋さんが全体の、富

士小学校の跡地の敷地全体、校舎も含めた体育館も含めたところで、最初は耐震関係の分

野をある元請け会社から耐震の部分だけの仕事をですね、受けていたと。それを聞いたと
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いうことで石橋さんになったということで私は聞いていますので、先ほど随契で十分行け

るはずだと。仕事はもうその時は決行されて。あとから契約が変更になっているようです

が、そこら辺のいきさつを聞きました。これはまだ議会の方でもそこらへんは話があって

いませんのですね。私がここで言うべきものではないけれども、随契の理由になると。私

はその話を聞いて、すぐ十分随契の理由になるはずだと。私の契約観念からするとなるん

だという風に思います。 

 

【記者】 

最後にちょっと整理させてください。体育館改修の理由はバルーナーズのためだと言う

ことでよろしいんですね。 

 

【市長】 

私がゴーサインをですね、出すときにはとりあえず練習会場が必要で、今たまたま入っ

ている富士小の元体育館をですね、使わせてほしいと、それでよいならばということで、

それで少し修繕をしなければなりませんよと。それは必要だろうというような事で。それ

で、私は、それはいいことではなかろうかなということで、いったと。 

 

【記者】 

起案文書には体育館の荒廃状況とか色々書いてありますけれど、それは本来の目的と違

って、そういうのではなく、バルーナーズのためだったということで良いんですよね。 

 

【市長】 

私はそういう風に理解しています。とりあえずバルーナーズ。とりあえずです。 

 

【記者】 

何故ああいう起案文書になったかは分からないということですか。 

 

【市長】 

それは分からない。 

 

【司会】 

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。本日はありがとうご

ざいました。 


