
1 

 

平成３１年２月佐賀市長記者会見録 

 

平成３１年２月定例会の議案について 

日時：平成３１年２月１９日（火）10 時 30 分～12 時 00 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。 
 

 

【市長】 

おはようございます。まずは、2月定例会の案件として、議案として、当初で送付する部分は30

件、あと報告が2件ということであります。30件の内訳は、第1号から第9号まで、これは31年度当

初予算（案）、それから第10号から第16号までが、平成30年度の補正予算（案）でございます。こ

の部分については先議をお願いすることになります。あと条例議案が17号から23号までで、国の制

度改正等に伴いまして、こちらの方も変えていくというものです。 

それから、第24号、25号。これは、国営の土地改良事業等が終了をして参りますので、あと維持

管理等について関係するところに委託をするという部分でございます。 

次に、第26号議案。これが佐賀市健康運動センターの指定管理者の指定についてということです。

先の議会で否決をされた部分で修正をして、今回またお願いする部分です。 

あと、道路管理関係の部分で第29号、損害賠償等の額が大きくなっている部分がございますが、

道路管理瑕疵を問われたもので、転倒された方については申しわけなく思っているところでござい

ます。以上が本議会での主なる議案でございますが、その中で予算関係を説明させていただきます。 

平成31年度の当初予算一般会計、特別会計、企業会計合わせますと1500億円をちょっと超えてい

るところですが、その中で一般会計の部分についてご説明をいたします。 

まずは歳入です。予算総額984億円ですが、グラフで主な歳入の推移で、平成19年以降の部分を

ここに出していますが、市税が今年度少し伸びているということであります。 

国県支出金も伸びておりますが、片方では地方交付税が減っております。それからまた事業との

関係もございまして市債も減っておりますが、地方交付税が減っていることで予算も非常に佐賀市

の財政もきつい部分があるわけです。 

歳出ですが、同額で、民生費、40％を構成比として超えました。同じ構成で性質別でとらえてい

きますと、扶助費の伸びが著しく、子育て関係など国の制度改正等に伴いまして、市の予算もどん

どん増え続けています。あと人件費が少し伸びておりますが、これは退職予定者等の部分で退職金

が増える見込みを立てているところです。 

 

続きまして、施策に絡む予算の部分ですが、まず1番目の経済産業の活性化に関する部分で熱気

球大会。予算の伸びというのは、1000万円程度ですが、今年は40回の節目の大会であるということ

で、少し違った意味での力を入れるように、担当部署では今、頑張って企画を練っているところで

す。 

 

それから2番目が東与賀の干潟の拠点施設整備事業です。いわゆる、ラムサール条約に湿地登録

をしています東よか干潟ですが、そのビジターセンターの建設を要望を求められており、その部分

での経費です。今年度は2億5000万円程度ですが、総体としては、6億近くの予算になります。 

続きまして、予算額は1000万円程度ですが、商業者の情報化対応支援事業ということで、キャッ

シュレス等いわゆる外国からのお客さん、インバウンドの部分に対応できるような部分での取り組
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み、そういったものを促すための事業です。 

それから、工業振興、これは債務負担行為ですが、今、市内では工場団地は、もうすべて売り切

れております。次なる工場団地の造成を進めているところですが、ここ2年ぐらいは間に合いませ

ん。そのために、その間、市に進出等を希望される部分について、それなりの対応をしたいという

ことで他に債務負担行為として１億円を計上しているところでございます。 

 

次は、バイオマス関係で、佐賀市のバイオマスは、廃棄物の処理施設、下水道とかあるいはごみ

の処理施設から出る廃棄物の中から資源とかエネルギーを引っ張り出すということで、今進めてお

ります。下水処理施設等については、かなり効果的な部分も実績として出ておりますが、ごみの処

理施設から出る熱の利用は順調ですが、ＣＯ2いわゆる地球温暖化のもとになっています二酸化炭

素の発生を抑制するとか、あるいはこれを削減すると、そういう部分でのねらいから取り組んでお

ります部分では、いまいちの部分がございます。 

もう少し時間をかけた長い目での見方というのが必要になってくると思いますが、国が佐賀市で

取り組んでいるこの事業、特に低炭素社会を確立させるということで、地域のそういった事業所等

から出るいわゆる廃棄、いままではどちらかというと、廃棄をされるような、あまり関心を示され

ないような分野での資源エネルギーも活用する、そういうような動きを国の方でもされておりまし

て、その見本というのが、「佐賀だ」ということで、ここに国の支援で事業が出ております。それ

が1000万円、これが特徴的なものだと思います。 

 

あと廃食油の再生、これはずっと前から佐賀市は家庭から出る廃食油を集めまして、そしてバイ

オの燃料として使えないかということで、ディーゼル車に使っているわけですが、その使える対象

車が、だんだん少なくなってきたということで、もう少し性能のいい、高品質のものを事業的には

進めていかなければいけないということで取り組んでいる部分です。その部分を広島の方にある施

設をこちらの方に移設して、佐賀で稼働させるという事業を展開するものです。4000万円を少し超

えております。佐賀で新しい形のバイオディーゼル燃料を使って、公用車（ごみ収集車）等或いは

バス等に使いたいと思っております。 

 

次は子育て教育環境の充実。今、国は、幼児教育等の無償化で事業を進めております。今年の秋

からということで、それに、佐賀市も対応していかなければならないわけですが、片方では、保育

所不足あるいは保育所があっても、保育所で働く保育士の先生方の人材不足で悩んでいる部分がご

ざいます。そういった部分を総合的にバックアップすべきじゃないかということで、県も一生懸命

になっていただいておりますが、佐賀市も保育士というよりも保育所を運営する補助者をまず、採

用して、そして市内の保育園保育所等の手助けをしたいという経費が5900万円です。 

 

続きまして、ＩＣＴ教育環境整備として3300万円。小学校におけるプログラミングの教育に必要

な経費です。今、いわゆる文科省は、それぞれの学校で、小学校を含めまして、ＩＴ関係、ＩＣＴ

関係の授業を進めておりますが、この義務教育で、完全に予算は国がみるというふうにはなってお

りませんので、その流れに合わせて、我々もやっていく部分については、結構財政的な負担は多い

ものがあります。平成31年度から36年度までの債務負担行為をおこす金額です。これは将来的にも

かなり私たちにとっては負担感の重いものなると思いますが、佐賀市もきついからついていけない

ということではなくて、それなりの対応をしていかなければいけないということで、来年度からこ

れに取り組みます。次は中学校まで入ってきますと、財政的な負担は大きくなってくると心配して

いるところです。 
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続きまして、文化スポーツとコミュニティの推進です。2023年に国民スポーツ大会があります。

県としても、一生懸命になっておられますが、佐賀市もあと4年ちょっとしかないこの大会をきち

んと「成功させたい」というふうな思いでいるところであります。佐賀市で開催される競技も多い

わけですが、その中で、競技場として整備をしなければならないのが、ボート・カヌーの競技の会

場で予定されています嘉瀬川ダム、富士しゃくなげ湖競技会場です。30年度から事業を進めており

ますが、今年度、3億円を超える事業費が必要です。今後まだコースの整備とか、或いは艇庫の整

備などで、3億円近い事業費を計上しなければなりませんが、こういったものも遅れることなくや

らせていただきたいということです。 

 

続きまして、地域おこし協力隊、特に中山間地・過疎地です。まちおこしを手伝ってくれる、あ

るいは推進してくれる人を今2名ほど採用しておりますが、あと3名増やすということです。 また

その支援を行う職員を１名増やすということで、4人分の人件費等をここに計上しているところで

す。  

金額的には1400万円程度です。 

 

中山間地の部分で、富士小学校の跡で、この小学校跡地をいわゆるスポーツ合宿所として整備を

しておりますが、来年度の予算については、4億4400万円という数字を出しています。これと一緒

になって活用をします富士山村広場の人工芝生化等の整備費、これが3億円程度であります。 

 

続きまして、福祉健康の増進です。これは金額が300万円程度ですが、小中学校の特別支援学級

に通っている子どもたちに、タブレットの設置で授業をより効率的なもの、関心のあるものにつな

げたいということで、予算化をしているものです。 

 

あと交通とか、風しんの予防経費等も出ておりますが、その部分については省略をさせていただ

きます。 

 

最後に、安全安心のまちづくり。排水対策。今年度の西与賀の厘外地区のポンプが稼動をするよ

うになります。今年の雨季にはそれが間に合います。 

 

大きな事業については、ひと通りとりあえず済んだ訳ですが、これから先、重点的にどういう形

でやっていくかとか、中期的な展望に入っていく訳ですが、その部分については以前計画を作った

ものがありますが、それを最近の雨の降り様と、それからまた先に整備したものについて、以前作

った計画が使えるのかどうか、そういったものをもう1回検証したいということで、1700万円程度

の予算を基本計画の見直しということで、特徴的だと思います。 

 

あと、建築物の耐震関係で、耐震診断士の派遣サービスをするということで、ここに少しだけ計

上しているところす。 

 

最後になりますが、その他の所ですね。ＡＩ・ロボティクス活用業務ということで3000万円程。

働き方改革等に関する部分での経費です。 

 

それから、ふるさと納税。この部分での返礼品、あるいはそういった収納事務等に要する経費と

して、今年は大きな金額になっておりますが、2億9000万円ほどです。 
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以上が平成31年度の当初予算ですが、30年度の補正予算が少しあります。補正の総額は、約17億

円の減。補正後の額が993億円です。 

 

主な事業は、消防団の設備を少し補強させていただくということです。国の補助金等が全部出さ

れておりますので、そういったものに乗せて整備をするものです。チェーンソーを山手の消防団等

に備えるということです。36台分です。それから、公共交通維持保全推進事業ということで、先ご

ろも昭和バスの方から中山間地のバス路線の部分が提案されておりますが、この部分については、

できるだけ遅くしてくださいということで再考を促しているところですが、時期的なもの、かなり

運営上も厳しくなっておりますのでそういったものに対して、地域住民の皆さんたちの意見等を聞

いて、より良き代替措置を考えなければなりません。そういった部分に対する経費として400万円

ほどでございます。以上が補正に関する説明です。 

 

【司会】 

続きまして、質疑応答に入らせていただきます。まず初めに、議案についての質問をお受けした

いと思います。そのあとに市政一般についての質問をお受けしたいと思います。 

 

【幹事社】 

今の新年度予算について、新しい予算について、市長のかける思いなどをお願いします。 

 

【市長】 

今説明の中で、抑揚を少しだけつけさせていただいたと思いますが、やっぱり目立つのが、額的

には富士町で行います、ボート・カヌーの国民スポーツ大会に向けての会場づくりです。こういっ

たものが大きな金額だと思います。 

それと同じページの、スポーツ合宿のための費用。これに関する費用が大きな額となっていると

思います。富士しゃくなげ湖のボート・カヌー、そういったものが、完成しますと、中山間地を活

性化させるための一つの核になってくれるだろうと私は期待をしているところです。 

 

あとはバイオ関係では今回は金額的には少なかったわけですが、非常にこの1000万円ですね。Ｃ

Ｏ2の取り出し事業、その活用策というのは徐々に広がってきておりますが、違った意味で佐賀の

バイオマス環境、特にＣＯ2を活用した部分等について、国等の関心も強いものもありますので、

そういう意味では非常に心強い存在であります。 

あと取り上げて目玉的な事業としてとらえますと、東与賀の干潟の部分も大きな事業としてとら

えております。また、商業者の支援としてキャッシュレス決済の方向に進んでいくということで、

佐賀市で初めて取り組んでいくものです。 

保育所関係で、5900万円、これで十分ではございませんが、この後も、国あるいは県あたりもそ

れなりの手当をしてくると思いますけども、保育所運営がスムーズにいくように待機児童がなくな

るよう、事業を進めていかなければならない部分です。こちらの方には出ておりませんが、総体的

な予算の中で、市営住宅、北原団地の建て替え等が出ております。2棟39戸ということで、これは

継続事業になりますが、事業費として、3億7000万円です。思いを含めた部分というのはそこら辺

です。 

 

【記者】 

全体の予算として、キャッチフレーズとか、キャッチコピーをつけるなら、どうでしょうか。 
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【市長】 

キャッチフレーズとかキャッチコピー、率直に言って、つけたい部分あるわけですが、今のとこ

ろどちらかというと、先ほど申しましたように交付税がかなり減っている中で、財政は決して余裕

があるものではない。そういう中で今、求められている行政需要に対して、対応するのが精一杯の

ところということです。精一杯の予算という感じで捉えています。 

 

【記者】 

地方交付税も減り、財政調整基金も30億円ぐらい減っていますが、その点についてお願いします。 

 

【市長】 

合併特例後に、地方交付税が減らされるという、いわゆるそういう措置というのはもう前から分

かっておりましたので、財政調整基金等で、毎年予定をして、貯め、準備をさせていただいている

部分があったんです。あと32年までですから、再来年まで厳しくなると、そういった部分を見越し

た部分でやらせていただいておりますので、それなりの覚悟はしたわけですが、一部、税収等の伸

びは出てはきましたが、なかなか扶助費等の伸びが大きくて、財政的には非常に負担感の重いとい

うか、きついというふうになっております。 

 

【記者】 

30億円の財調（財政調整基金）を取り崩しというのは、予定よりもかなり多い状況ですか。 

 

【市長】 

そうですね。予定よりも膨らんでいるという部分があると思います。ただ、来年以降は少し好転

する向きも感じておりますので、そういった部分ではこういうふうに毎年30億円ということにはな

らないと思っています。 

 

【記者】 

今、財政的に苦しいとお話がありましたが、トータルで見て、例えば市民がより暮らしやすいよ

うになった形の予算に仕上げたとか、そういったところをポジティブな意味で何か一言いただけれ

ばと思います。 

 

【市長】 

それは、前提で暮らしやすいというんですか。必要な部分についてはつけさせていただく。ただ、

あれもこれもともう少しあったらなという部分での我慢の部分があると。そういう面での言い方で

ございますので、自虐的に、マイナス思考で考えているのではない。必要な経費はきちっと最低つ

けさせていただいています。 

 

【記者】 

予算規模が前年度当初比で2.9％増ですけども、重点事業とかぶるのかもしれませんが、伸びの

要因を教えてください。 

 

【市長】 

伸びの要因は、いろいろあると思いますが。それぞれの分野で国が示しています。 

特に農業分野で佐賀市の一般財源等を使わなくて、特定財源で処理できるようなものもあり、ここ

のところ18億円ですかね。そういったものも入っております。先ほど申し上げたように、ビジター
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センター、そして富士の合宿とか、そういったものも絡んで参ります。それと、通常の学校の改修

とか、それから公民館の建設。これはもう通常ベースで計画的にやっています。それに扶助費の伸

びが加わっているということでございます。そういう意味で、厳しい部分を感じながら予算を作ら

せていただいています。 

 

【記者】 

バイオマスに関しては、先ほどのＣＯ2の部分ですね。いまいちの部分があるとお話がありまし

たけれども、今回、機械の故障とかそういった時の対応をどうするのかというところが課題として

あると思いますが、その点、いまいちな部分というのはどういった部分でしょうか。 

 

【市長】 

私がいまいちと言ったのは、ＣＯ2の活用です。能力的には日に10トンの生産能力を持っている、

それを半分ぐらいの生産能力で今、運転しているところでありますが、当初見込んでいた部分から

すると、その活用量が、まだまだ少ない。パイピングでやってます、今回ＪＡ全農グループのキュ

ウリの大型ハウスですね。そういったものはもう着工しております。次なる分野で、またそういっ

た野菜的な部分での進出希望が提起されていたり、あるいはガスそのものを使いたいということで、

オファー等も出ておりますが、そういう部分からみても、将来的にまだまだＣＯ2の供給の余裕が

あると。そういったものを早く増やして、そして、製造能力いっぱいに持っていけないだろうかと

いう部分からしますと、新たないわゆる超臨界、設備等を導入して使う、そういったものも含めて

考えていかなければならない。そういった大きな中からすると、今やっている部分からするとまだ

まだ不足しているということで、私の言葉的にいまいちと申しました。当初の計画は結構大きなも

のを作っておりましたが、ここまでいってないから軌道にまだ完全に乗っていないという部分の一

つの理由に挙げています。 

 

もう一つ、故障というのはあまり考えてなかったわけですが、昨年ですか部分的にちょっと部品

の交換がすぐできなかったということで、本来ならばそういう傷みやすいところの部品というのは

ストックをしといて、直ちに対応できるような体制はとっておかなければならなかったけれどもそ

れがうまくいかなくて、利用者というか、会社側に迷惑をかけたという部分がございます。そうい

った部分でのうまくいってない部分が、散見されたということです。 

 

【記者】 

今の話に関連してですけれども、その二酸化炭素を供給する装置が去年10月に破損してそれを供

給先の会社側に補填する分のお金を、市が今のところ負担しているという状況で数十万円の金につ

いて、装置の製造メーカーと市の方で今協議されていると思うんですけれども、市の方としては、

メーカーが作った装置であるならば、メーカーの方に負担をお願いしたいという意向もあると思う

んですけれども、その点について市長として、どうされたいかお考えお願いします。 

 

【市長】 

最近の故障の話し合いの状況というのは、まだつぶさにこちらの方に入ってきておりませんが、

考えてみますと、当初に、そういう事故もあるかもしれないと、その時の負担はどちらの方にある

のか、そういったものをやっぱり、きちんとしなければならなかったんじゃなかろうかと思います。

しかし、してなかったのは事実ですので、そのことについては、大人的な話し合いをして、整理が

できればと思っております。 
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【記者】 

市長として、メーカー側に負担をお願いしたいというお考えはあるんでしょうか。 

 

【市長】 

メーカー側の言い分があると思いますので、すべてこちらの方から要望したいというのは、やま

やまな話ですが、先ほど申し上げたように、そういった細部についての取り決めがなかったという

ことであれば、五分五分かなあと思います。ただ、そこら辺についての話し合いが、どの辺までい

っているのか。最近の部分については、こちらの方に届いておりませんので、それ以上のことは言

えませんが。私の感覚ではそういう取り決めのない部分については、最終的には五分五分かなとい

うふうな感じで捉えています。 

 

【記者】 

関連しまして、なんかそういう故障が起きたりするときのメーカー保証というのは非常に重要だ

と思うんですね。市としては今後のバイオマスの仕組みを全国とか広げて、ひいては世界にも売り

出していこうとしているときに、五分五分だと、自治体側としては投資するだけの費用対効果に見

合わないんじゃないかと思うんですけれども、その点いかがでしょうか。 

 

【市長】 

さっきの件に対しては五分五分じゃないかと。そこまでしてなかった。だから今後そういう部分

について事業展開されるところにあって、その辺まで含んで、引き取る時に話し合いをきちんとし

ておくべきでないかなと思っております。 

これから、さらに、途中で違う形でのトラブルというのがあるかもわかりません。だからそうい

った部分についてできるだけトラブルを想定しながら、徹底的に想定をしながら、契約等に結んで

おく必要があるんじゃなかろうかと。取り決めがなかった。通常、常識的にどうなのかというと、

取り決めがなかったならば、ない物件に対しての事故で、業者にすべて被せるっていうのは、酷な

部分も出てくるかわからない。また、業者の方で「それぐらいならばサービスでやりますよ」とい

うことになればそれがいちばんだと思いますが、それにならなかった場合も聞かれたと思いますの

で、「五分五分だ」というふうに答えたわけです。 

 

【記者】 

すいません。それと重ねまして、補正予算にも入りました昭和バスの路線見直しに関する整備の

件でこれまでは自治体がある程度その、お金を出しさえすれば路線網を維持っていうのはできた側

面もあったかと思いますけど、今回そうではないと。市民の生活の足、地域の足をどう確保してい

くかっていうのがこれから問われてくると市長の受け止めと協議を申し入れましたけれども、いつ

までも議論はずっと続けられないと思いますけど、スケジュール感とかがありましたら教えてくだ

さい。 

 

【市長】 

一つは、今、住民の移動手段を守るために公営でやっている部分、それから民間でやっている、

いわゆる民営でやっている、いろいろあると思います。しかし、いずれにしても、採算が取れるよ

うな生易しい交通事業ではないと思っています。そういう中で最低これぐらいはバスを地域に走ら

せなきゃいかんということで今まで民間も頑張っておられたと思います。しかしそれが一定の乗車

率を割りますと、運営できなくなるということで、今までいろいろ市の方も補助金等を出しながら、

運営をしてもらっていた。もちろん、公営のバスにもそういう措置がございますが、今回残念なが
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らそれでも廃止せざるを得ない、大きなバスを走らせるよりも地域に合った移動手段の確保策です

ね。そういったことを模索すべきではないかということです。ただ、言われたからそれじゃすぐそ

ちらの方に切り換えられるとは準備の期間もありますので、そういった部分では少し時間的なもの、

余裕が欲しいということで申し入れをしているところです。ただ、それをいつごろまでにそれを仕

上げるということは、私もそこまでは煮つめていないわけでございますが、できるだけ早い時期に

そういう方向性が出せたらと。そして新たな代替策を作り出すことができたらなと思っております。 

 

【記者】 

バルーンフェスタのことですけれども、40回記念大会ということで、「違った意味で力を入れる」

とおっしゃたんですが、それは競技的にしかるべき競技のところで、例えば参加者を増やすとかイ

ベントとして何か変化を入れるということなのか、その辺の具体的なところは決まっていますか。 

 

【市長】 

世界選手権とか、いろいろ節目の大会が今までも過去あっておりますが、そういう大掛かりな大

会じゃないけれども、40回目ということでの大会をしたいと。だから、毎年同じようなパターンで

の大会じゃなくて、特別今年の大会がこういう意味で違っておりましたというようなものにしたい

ということです。内容についてはそれ以上、今のところまだ触れられませんので、後日紹介できる

と思います。一つだけ付け加えたいのですが、ホンダさんなど、今まで協力していただいたスポン

サーとして、頑張っていただいた企業の皆さんたちもそれなりの40回目という思いで、取り組まれ

ていただきますのでそういった部分での楽しいニュースができたらなとそういう期待感を持って

いるとこです。 

 

市政一般 

 

【幹事社】 

それでは、市政一般についての質問に移らしていただきます。旧富士小学校の体育館改修問題、

昨日、畑瀬副市長が退任されました一つの節目をされましたが、これまでの一連の改修問題につい

て市長の現在の思いをお願いします。 

 

【市長】 

最終的には、議会の方で調査をしていただいて、報告をされる、それを待ちたいと思っておりま

す。またそれと並行して、市で今まで議論になったこと、指摘されたこと、そういったことについ

ての取りまとめをして、今回についての原因というのを出して、原因に基づいて再発防止策を今、

検討していただいております。最終的には、議会の方からの指摘事項等、すり合わせをしまして、

考え方として、出したいと思っていますので、詳細については、それをいただいてからとなります。

バルーナーズが誕生して、佐賀で成長をし、できれば活性化をし、そして地域の住民の皆さんたち

の支援を受けながら、地域に何か違った意味での楽しさや活力を与えてくれるかなという部分では

議会側も同じだと思います。 

ただ、大部分が議会にも情報が入ってない。また流用の金額等も大きかった、事務的にも急いだ

ために、手抜きと申しますか、規定等に触れるような、そういうやり方をしていた。それと組織的

な動きじゃなくて、グループ的といいますか、組織的な推進体制じゃなかったと、いろんなそうい

った部分での指摘がでていますが、すべて大体、指摘通りだと思っております。そういった部分に

ついて、今後そういうことのないような形での取りまとめをして、議会の方に報告をし、市民の皆

さんたちにも、理解をお願いしたいと思っております。 
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【記者】 

昨日、畑瀬さんが、退任されましたが、畑瀬さんの辞職についての考え方はどうですか。 

 

【市長】 

最終的にはああいう形で、畑瀬君自身はそういう形で責任をとったと思っていますが、それだけ

で済んだものではないと、当然その任命責任者は私でございまして、私の部分も残って、その他、

関係した職員の部分についての処分をしなければならないというのが次に待っております。 

 

【記者】    

処分を待たずに、副市長が辞職されましたが、この時期に辞表が出て、処分を待たずに、辞職す

るとこういうことを市長が認められたと思うんですが。 

 

【市長】 

ああいう辞任ということも、最終的には私の方から、退職辞令を出していますから、一つの処分

だと私は考えています。 

 

【記者】 

処分前の辞任によって、例えば退職金の問題ですけども、満額出てということで退職金をやって、

すべて受け取るということで、疑問の声が上がっていますが、ちょっとその辺はどうでしょうか。 

 

【市長】 

市民の感覚からすると、そういう部分はあるかわかりませんが、役所の規定等から見て、退職金

を支払わないという選択肢はなかったと思います。 

 

【記者】 

市長含め、処分ですけど、大体どのくらいの時期に処分をお考えですか。 

 

【市長】 

処分等については先ほど申しましたように、再発防止策等を議会に提示する、そういったものを

合わせてやりたいと思っていますので、内容等については勘弁をしていただきたいと思います。 

 

【記者】 

2月の議会中ということでよろしいですか？ 

 

【市長】 

2月の議会中です。始まって、そんなに長い期間を経ないうちでの時期にそういう機会を作って

いただけると思っていますので、そういう機会をとらえて、整備をしたいと思います。 

 

【記者】 

副市長、空席、2人いらっしゃる副市長1人が空席、次の副市長の人事はどうなっていますか。 

 

【市長】 

次の副市長の人事というのも当然考えていかなければならないですが、それなりの考え方も整理



10 

 

をするようにしていきますが、ここで明らかにできるものではないと思います。 

 

【記者】 

今おっしゃったことで、畑瀬副市長についてなんですけれども、その退職辞令を出しているのが

私の一つの処分だと思っているという言葉と、あと退職金を支払わないという選択肢はなかったと

いう、言葉があったんですけれども、その処分については、内容等はまだ言えないということなん

ですけれども、その処分の中で、畑瀬副市長もやめられましたが、処分については、何も今後は考

えていないということでよろしいでしょうか。 

 

【市長】 

その辺までになってきますと微妙なところでございますが、私が申しましたように一つの処分だ

というふうに捉えていただきたいと思います。私を含めた全体的な処分というのは、後日明らかに

するということです。 

 

【記者】 

今のに関連しまして、市長の方から最終的に辞令を出したということで、それが一つの処分だと

おっしゃられたんですが、まず1月11日に退職願を市長に出されて、1月21日に正式に退職届が出さ

れ、市長に相談をしていたということで、この間、どんなことがあったかお話できる限りで構いま

せんので、少し教えていただけないでしょうか。 

 

【市長】 

調査委員会とのやりとりの中から、本人が辞意を表明したということが、1月のあの時期、それ

で私が辞表を預かっていたということですが、最終的には、受け付けるということで、昨日付けの

退職願いを受け付けて、それを渡したということでございまして、その間、私はそれをどうするの

か、どの時点で受け付けるのかそういった部分で、先々のことを考えながら預かっていたというこ

とで、それ以上のことは、私は言いたくはないということです。 

 

【記者】 

最終的にはそうしますと市長が判断され、市長が辞職を促されたということになりますか。 

 

【市長】 

私が辞表を受け付けたということですね。 

 

【記者】 

もう一つ、関連しまして、1月25日に畑瀬副市長が、当時の副市長が辞表を報道陣向けにも表明

されたときに、市長もコメントを出されたかと思うんですけれども、その中に惜しい人材という表

現がありまして、市長はその通り本音なんだろうなと私も受けとめて、その気持ちも十分私も理解

はしたところであるんですけれども、それはあくまで市長の思いであって、対外的に発信するとま

た別問題だと思うんですよ。一方で市長自身は、職員に対して、もう一度原点に戻ろうと言ってい

た手前、ああいうコメントを出して、市長自身の部下に対して示しがつかないんじゃないかと思う

んですけどその点はいかがでしょうか。 

 

【市長】 

そういうことで、批判をされた部分も、その後新聞報道されて、私のところに批判的なものが出
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て参りました。よく考えてみますと、人それぞれですね。悪い部分だけか、そうじゃないと私は思

っています。良い部分もあると。良い部分と悪い部分、足らないと、いろいろ持っていると思いま

す。ただ、不足する部分とかまずい部分だけそこに光を当てて、そこだけで人を評価するべきでは

ないと彼の持っていたいい部分もあったんではないか。それを私がああいう形で言ったと。そのこ

とだけがすべて彼を評価したような形で新聞報道がされてしまったことに対して、私は言葉足らず

の部分があったかもしれないけれども、不徳のいたすところで、私は我慢をしているところでござ

いますが、皆さんたちにもお願いしたいと思いますが、そういう評価の仕方で、特別な部分だけを

とらえて、すべてが悪いような評価をしなければならないというふうには、私はならないと思いま

す。今ここにも幹部職員たくさんいますが、良い部分結構持っている。ただ、もう少しという不足

の部分もあると思います。ただそこに不足の部分があるからといってですね。それじゃなくて私は

いい部分をと思う。評価するのも一つの手じゃないかなと思っています。だからそういう部分で、

私に対する評価の仕方を不満に思っている人も多いかもわからんけれども、ただ、道徳的にとかで

すね、人を裏切るとか、そういう部分では、評価はまた違ってくると思います。役所の仕事いろん

なことがありまして、それで、ミスったからといってそこだけをとらえて、まずいという部分での

相対的な評価、そういう評価を私はしたくない。そういう意味での表現でございます。 

 

【記者】 

畑瀬副市長は、辞職されたわけですけども、市長は先ほど任命責任があると、また以前にも、私

の責任もトップとしての思いもされていましたが、その具体的な処分について言えないということ

ですけれども、大まかなお考えは変わっていないのか、教えてください。 

 

【市長】 

変わっておりません。 

 

【記者】 

どういったものですか。 

 

【市長】 

それを言ったら、対議会でも何でもそうですが、きちんと整理をしないままにここで私がべらべ

らしゃべるものではないと思います。そういうふうな今の世の掟だと思っておりますので、私がそ

ういうふうに解釈しておりますので。それ以上の私からの答弁は勘弁していただきたいと思います。 

 

【記者】 

先ほどの新年度の当初予算発表がありましたけども、新年度に向けて、畑瀬さんは辞めてしまい

ましたけども、組織として、佐賀市のトップとしてどういった思いで市政運営していきたいのです

か。 

 

【市長】 

今回の総括でいわゆる再発防止策というのが事務的な部分も含めて出てくると思います。ただ今

回の部分については、そういう雰囲気が役所の中に漂っていたというですね。私は、それをいろん

な言葉でとらえてみますと、一つのおごりであったのかなと、その体質が役所の中に少し漂ってそ

の部分がああいう形になっていたんだなと思います。 

私はとらえ方が言葉でとらえるとおごりという言葉、だからその部分でのことで、それを払拭す

るために、残されたものでがんばりたいと思いますが、他の職員たちがそのことについては十分理
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解してくれると思います。 

 

【記者】 

市民は、新たな組織として再発防止を受けて、まだ示していないですが、期待していいと思いま

すか。 

 

【市長】 

それは市民の皆さんたちに、どう理解していただくのか、我々の姿を見てもらわないといけない

わけでございますが、私はそういうことができるとそういった部分も改めたなというふうな気持ち

に理解していただくだろうと思っています。 

 

【記者】 

少し前の質問に戻りますが、畑瀬副市長の辞任を私からもその判断をしたという話なんですけれ

ども、その判断の理由で、どうして退職相当だと判断をされたのかを教えてください。 

 

【市長】 

議会の雰囲気、それからまた市民の雰囲気ですね、怒り、そういったものをとらえて、これはや

っぱり退職に値するものだというふうに捉えたから、退職願を受理したということです。 

 

【記者】 

多少これまでの答えとかぶりますが、市から総務委員会でもいろいろ話されていて、また市民の

中で、疑惑、疑念は払拭されていない限りは、解明できてないという方もいらっしゃると思います。

その中で一つの節目として、副市長が辞められたんですけど、どことなく幕引きということで、そ

ういう雰囲気が漂ったり、そういうことはないんですけど、幕引きなんじゃないかと思う市民の方

がいらしゃいますが、そういう疑念を持ついまだに疑念を抱く、疑惑があったりする市民に対して、

佐賀市または佐賀市長としてどのように答えていくか、お願いします。 

 

【市長】 

幕引きというのは一般的な言い方で、それが当たっているのか、私たちから幕引きではなくて、

これで整理をし、新たにそのことの反省の上に立って、やっていくということでございます。そう

いう意味だと私は理解しておりますが、市民の皆さんたちに対してはですね、やったこと、そして

そのあと議会に対する答弁、回答の仕方等ですね、十分でなくて、不信感を募らせてしまったとい

うことは事実でございます。この事実について最高責任者として、謝らなければならない。何回と

なく、謝ってまいりましたが、最終の議会の報告とですね、その前にとりあえず形式的なものがあ

ると思いますが、できればこの場を借りて、そういうふうにしたいと思いますが、あまり先走って、

何かここで幕引きをしたとか、ここで言うたからよかろうとそういうふうにもまた取られても困り

ますのでそれ以上のことは私もここでは言い切れないと思いますが、まず議会、そして市民の皆さ

ん達にそういう立場でお詫びを申し上げたいと思っています。すいません、そういう書き方をして

いただくとありがたいんですが。 

 

【記者】 

関連してお答えいただくのも難しいかもしれませんが、これまでの一連の流れを見てみて畑瀬副

市長に対する疑惑、疑念、様々ありましたけど、そういったものは晴れたとお考えでしょうか。 

 



13 

 

【市長】 

そうですね。一番引っかかる部分が失念という部分だと思います。今日の新聞で書かれていた部

分が、そのことについて触れられているのがあるんですが、それが当たっているのかなと思うけれ

ども、私にも、そこはわかりません。 

ただ、疑問がそれですべて解明したかというと私も十分ですよとか、そういうことを言うつもり

はございません。いわゆる信頼関係ですので、信頼関係というのは、その後の信頼関係がつくられ

るあるいは成就されるそういうことで、何かと思って、これで信頼してくださいとか何とか私がや

る立場にはない。そういう形で整理をさせて、今後はそういうことで、二度と不信感を与えること

はないように頑張らせていただきたいということをメッセージとして送る以外にはないと思いま

す。 

 

【記者】 

さっきお話の中でおごりがあったという部分なんですけれども、これは畑瀬副市長のおごりがあ

ったということでしょうか。 

 

【市長】 

畑瀬副市長にもあったかもわかりません。ただ、相対的に私も含めて、役所の中枢部にそういう

ものがあったんじゃなかろうかなと、言葉で表すと一字で表すと、そういう部分を私は感じたとい

うことでございます。 

 

【記者】 

ちょっと話がかぶる部分があって申し訳ないんですけど、処分に関してなんですけれども、市長

自身のお話は先ほどから出ておりまして、関係者という話ですけれども、いわゆる部長以下の職員

さん、市長以外にも複数名処分が出るということでよろしいでしょうか。 

 

【市長】 

ちょっと微妙な部分に入ってきましたので、本当はその部分については、お答えは許してほしい

ですが、畑瀬だけがやったのかとそうではないと思います。畑瀬君が主体的な役割を果たしたって

いうのは事実だとこれは、否定はいたしません。ただ、それを止める、新たな違った形でしないと

1人がこけたらみんなこけるのか、それじゃ役所として、組織として成り立たない、そこら辺を議

会の方でもとらえられていると思います。だから組織で止める立場にあった者、あるいはいわゆる

換言、戒めるということでそういうふうにあった者が、その立場の役割を全うしたのかどうか、そ

こら辺も問われると思っています。積極的に犯したということではなくて、それを進んで、責任に

なしていかなければならない部分の役割があったのかどうか。それで今回の部分で問われていると。

そういう雰囲気を作った張本人が私だということだけは間違いないと思います。 

 

【記者】 

あと重ねてなんですけど、いわゆる市長、今職員さんへの処分を含めてその議会の最終報告を待

つということの、いろいろすり合わせとかそういうところもあるかと思うんですけども、最終的に

昨日付での辞職を容認されたということなんですけども、例えばしかるべき一応主導したというよ

うな定義もありますので、副市長自身がしかるべき副市長という立場で議会報告を聞くと、それを

受けるというような、そういった選択肢ってのはなかったのか、その議会が始まる前に辞職すると

いうことが最善だったのか、あるいは、最終報告を副市長として最後までしっかり聞ききって、責

任をとると、そういった選択肢はなかったのかなっていうのが先ほどの退職手当の話も出ていると
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思うんですけどそういうところ含めてだと思うんですが、その点はいかがでしょうか。 

 

【市長】 

いろんな考え方があると思います。どの時点で辞めるのかを言い出したら、すぐ辞める、少し間

を置いて一定の残務整理をしながら辞める。そして最後はそういう結末まで聞いて、いろいろなや

り方あると思います。どれを選択するのかあるいはさせるのか、それは、非常に難しい問題であっ

て今回は昨日の退職というふうに私は判断をしました。 

 

【記者】 

畑瀬さんが辞められて、今後どこで何をしようというのは本人の自由なんですけど、市の関連機

関ですとか市の外郭団体とかで再就職されるっていうことはありえないと考えてもいいでしょう

か。確認ですが。 

 

【市長】 

その部分については、私としても、彼の将来の部分ございますし、役所としてもありますが、今

のところそういうのは考えられないじゃないかなと思っています。 

 

【記者】 

体育館問題のそもそもなんですけど、まず改修依頼というのが畑瀬さんの中でのお知り合いのサ

ガン鳥栖の社長から、畑瀬さんと社長との長年のつき合いのなか、そこから一つの疑念が事業には

その関係というのは影響したとお考えですか。 

 

【市長】 

私からするとこういうことは通常あり得ると思います。こういうことで考えている、こういう方

策、何かいい手はなかろうかという相談は出てくると思います。それを私と公の部分を混同してし

まったというような形です。普通ならば、こういうことであれば、正式に文書で申し込んでくださ

いというようなことで、そしてそれを自分が指図するのではなくて、担当部署に任せておけば何も

なかった、それを自分が指図をしたというところが今振り返ってみますと、誤りのことだったと思

います。 

 

【記者】 

先ほどですね、人は良い部分もあれば、悪い部分もあるということをおっしゃったんですけれど

も、畑瀬副市長の良い部分というのはどういうところをとらえて、考えられていたのか、またその

市長の任命責任というところにも関わると思うんですけれども、昨年の6月議会で副市長の任命を

されて、なぜ畑瀬氏を任命されたのか。そういったところを教えてください。 

 

【市長】 

それには私はもう答えたくないですね。書かれ方によってはまた擁護をしているということでま

た批判等が殺到いたしますのでその部分については、答えたくない。彼の良いところ悪いところと、

そういった部分を、ことさらここでいう時期ではない。と思います。 

 

【記者】 

それは市長の任命責任に関わることだというふうに考えるんですが、それでも言いたくないとお

っしゃるんでしょうか。 
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【市長】 

それと直接関係ないと私は思いますが、任命責任と彼の良いところ悪いところを言いなさいとい

うところどうですかね。ちょっとわからないんですが。 

 

【記者】 

副市長に任命されたのは、畑瀬副市長の良いところ、能力があるところを評価されて任命された

のだと思うんですけれども、それは任命責任に十分関わってくる話だと思うんですが。 

 

【市長】 

その部分はですね、断片的にこれが良いからということで任命したわけではなく、トータルで考

えていますので、副市長として、相対的に副市長の役割を果たしてくれるとそういうふうに思った

から任命したわけであって、これがあったから副市長に任命したとそういうもので私は捉えていま

せん。トータルでとらえています。結果的にまずい部分があったということは、これは事実です。 

 

【記者】 

すみません、今のもう一度確認ですけれども、市長ご自身で任命責任があると自覚をされていて、

そういったことも踏まえた処分になると考えてよろしいでしょうか。 

 

【市長】 

その辺になると処分の内容に入ってくる可能性がございますので、私の方からは答えは控えさせ

ていただきたいと思いますが、これもトータルで任命のどこの部分が悪かったから私がどれを処分

するとか、なんじゃなくて、基本的には議会、そして市民の皆さんたちの不信感をこれだけ募らせ

たというのは大きな処分の理由になっていると思います。 

 

【記者】 

すみません、ちょっと話題を変えます。14日の全員協議会で、駅前の再開発、市の計画を示され

ました。長年の懸案がようやく動き出したなっていう感じがするんですけれども、市長の思いを教

えていただけますか。 

 

【市長】 

西友ができたのは佐賀国体のころですね。だから、昭和50年、51年、その頃の話でして、そして、

それからもう40数年になるわけでございますが、途中、平成11年ごろですか、10年から11年ごろま

でですね、ちょっと定かでないんですが、その頃、あの辺一体を少し再整備をしようかという計画

が持ち上がって、着工寸前のところまでいっていたというふうに記憶しています。それが頓挫をし

たということで、それから20年近くそのままになっている。そして西友が撤退をしてしまったと。

本来ならば、県庁所在都市のＪＲ駅を見てみますと、かなり駅を核とした整備が進んでいるわけで

すが、佐賀にはそういう声もないという。その一つに、市、それからＪＲさんが、土地をほとんど

持ってない、佐賀市も持っているんですけども、それが小さなものでしかないという。よそのよう

に、大きな土地は持っていない。それじゃ、その辺一帯を区画整理等で市街化整備をし直すかとい

うことですが、そこまでは難しい。そういう中でどうするのかということであります。 

いつかそういうこともあるだろうと、果報は寝て待てということで、ここで動くべきではないと

いう人もおられるかもわかりません。しかし、片方では、佐賀駅周辺が、買い物に非常に難儀をさ

れて、暮らしにくい町になっている。片方では、野村総研の暮らしやすいまちとしての評価が高い
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中に、駅周辺がそういうことではということでございます。行政がてこ入れして、わっとやるかと

いう、それだけの財力もないし、またすべきでもなかろうと思います。 

だからといって、民間、民活を期待して、待つのかというと、それもめどが立たないという中で、

今回ＪＡ、全農さんが、自分のところは、そういう建物ができたらそこに入ってもよろしゅうござ

いますよというようなことで来られて、それはいいことだということで、市も駅前の活性化の一助

になればということで、役所としてもそれなりの役割を担おうと考えました。 

2023年の国民スポーツ大会に向けた駅周辺の整備というのも一つの課題でありますし、駅前の活

性化ということが必要になってくるという意味で、駅前広場等の建設計画も今進めているわけです

が、そういったものと時期を同じくすることができるのであれば、今回については動きたい、動か

ざるを得ない、そういうような気持ちで、議会に提案をしたところであります。 

 

いろいろ問題点はあると思いますが、黙っていたほうがいいのかということを比較検討した場合

に、そうではないと思っています。赤字の数値等については、いろいろとり方もあると思いますが、

悪いほうの数値をどんどん出していくのか、市の改善策を含めた数値でとらえていただけるのか、

そこら辺の報道について、非常に私も一部戸惑いを感じる部分もございますが、そういう見方をし

ていただければと思っています。 

 

【記者】 

今のに関連しまして、長い懸案がようやく動いたということで、市長のほうからもようやく、交

渉自体の難しいところの面もあり、問題点も認識されているけど、今、決意もしていただいたとこ

ろがありますが、市はこれまで一貫して賃借するのではなく、取得を目指してきたかと思うんです

ね。それはやっぱり賃借する市の財政を将来的に圧迫する面があったかと思うんですけれども、方

針転換はいつどのタイミング、交渉過程がすべて明らかになっているわけでありませんか、賃借方

針転換をしたということなんでしょうか。 

 

【市長】 

行政に限らずですが、借りたほうがいいのか、買ったほうがいいのか、将来的にどちらが安くつ

くか、答えはなかなか難しいと思います。借りた方が安くつく場合もあると思います。ただ役所が、

事業をやる場合については、借りてやるということになると、いろいろ制限がかかったりもします

し、またそれを交換したりするときのわずらわしさがありますので、役所としては、基本的には借

りるのではなくて、買うということを、前提にして、地権者との交渉をやってきたけれども、地主

さんの方が売りたくはない、貸すのはできても売りたくはないという意向が強かったということで、

これまで一致点がなかったんです。 

今回については、それなりに歩み寄りっていうか、売ってもいいけれども、すぐにはちょっと、

うちの会計の整理上で、そこは勘弁してくださいということでしたので、そこはやっぱり、売り手

買い手のそれぞれの事情で、一時、借りるということもやむを得ないかなと判断したわけでござい

ます。 

 

【記者】 

この計画は、いろんなパターンを並べた上で最善の選択だということでよろしいでしょうか。 

 

【市長】 

現時点では、相手のある中での最善の策だと思います。そういう意味で、借りた場合はどうなり

ますよという試算をお示ししました。2000万円の赤字というふうに駐車料金の見込みからそういう
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ふうな数値を出したけれども、借りることによって駅前広場の工事等がスムーズにいく部分、ある

いは工期が短縮できる部分、そうしたものを評価すると、その赤字がかなりの部分まで消えていく

というか相殺できるというような数値をお示ししていたと思いますが、それがなかなか報道では出

てこなかったんですね。 

 

【記者】 

その収支2000万円の赤字をどうとらえるかということを悩ましいところだと思うんですけれど

も、今後この赤字がさらに膨らんでいくっていうことは、ないと思ってよろしいんでしょうか。 

 

【市長】 

これはですね、情勢等が変わるかもわかりません、経済情勢が変わってきたり。 

それを100％担保できるのか、保証できるのかといわれると、私だってやっぱりきつい部分があり

ます。 

ただ、どちらかを判断しなければならないときに、そういう懸念があるから、ここで判断しないで、

将来誰かが判断するだろうから、後回しにしようということにはならない。 

そういう選択を、私はすべきでないと、やっぱりきちんと整理をしなければ、今まで一緒に話をし

てくれて、そして組織を挙げて、事業の方針を出してくれた関係者の皆さんに申し訳なく思うので、

これはここでこうすべきだと思っております。ただ議会がございますので、議会の理解を得る、承

認を得るということが大前提ではあります。 

 

【司会】 

それでは以上をもちまして本日の記者会見を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

 


