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令和２年１月 佐賀市長新春記者会見（※記者会見の内容を一部要約しています） 

日時：令和２年１月６日（月） 14時30分～15時50分 

場所：佐賀市役所 ２階 庁議室 

出席：秀島市長 

 

 

 

（司会） 

定刻になりましたので、ただいまから新春記者会見を行います。 

本日は、市長が令和２年の抱負について説明させていただき、その後質問をお受けいた

します。それでは市長お願いします。 

 

（市長） 

皆さん明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。 

衝撃的な写真（８月豪雨時の佐賀市内の写真）です。毎年これに似たような光景はあち

こちで少しは見てきましたが、このように水深のある光景は初めてです。   

これは、グランデはがくれの前の通りです。これよりも深くなった時間もあったかもし

れませんが、こういう感じでした。 

これは佐賀市に限ったことでなく、全国のあちこちで最近は見られます。国もこういう

気象現象にかなり危機感を持っておられますが、佐賀市も危機感を持っています。 

この場所付近で時間雨量110ミリ、3時間で223.5ミリという雨が降りました。前日もそれ

なりの雨が降っており、追い打ちをかけるように未明に3時間で223ミリの雨が降りました。

先人たちが努力して、佐賀市でもかなり浸水対策をやってきていただいたにもかかわらず、

3時間で223ミリの雨が降ってしまうと、どうしようもない状況です。 

このような雨がまた来るかもわかりません。昨年の雨の際、我々が浸水対応のポンプ操

作等で手抜かりや間違ったところがあったとすれば、そこを改善すればいくらか対応は強

くなると思いますが、昨年、担当者たちが一生懸命やってくれた中には大きな誤りは見当

たりません。だから、昨年ぐらいの雨がまた来ると、あのような状況になる。条件的には

かなり厳しいものが重なっていましたが、「また来る」という時はどうするのか。今は手

の打ちようがないぐらいの状況です。いろんな方策を考えていかなければならないわけで

すが、それには時間と費用が莫大なものになります。 

そういう中、気象状況は前に比べて悪くなってきていますので、これに対応するため当

面どうするかを担当部署が集まって「国土強靱化地域計画」（佐賀市版）を考えています。 

 

このような状況の中、住民の皆さんは「行政が何とかするだろう」という考えをお持ち

かもしれませんが、そういうものではありません。昨年のような雨が同じような条件下で

来ると同じような浸水被害になります。だからその前の対応を市民の皆さんにもお願いい

たします。市民の皆さんには「自助、共助を含めてお願いします」ということを訴えてい

かなければならないと思います。 

佐賀は山間部・平野部・海があり、それぞれ気象条件が変わってきます。平野部では、

命の心配は比較的しなくてよかったわけですが、ああいう雨が来ると被害が出ております

ので、心して対応していただく。 
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それに加え、河川等の氾濫や堤防の決壊等があると大変なことになります。ですから市

民の皆さんにお願いする事項等をある程度まとめてお知らせし、水害に備えたいというこ

とでこの写真をご覧いただきました。 

 

続いて昨年秋の佐賀バルーンフェスタです。40回目ということでいろんな催しを行いま

した。特に、ディズニー（オリエンタルランド）さんからご提案いただき、あのパレード

が実現しました。大変な人出で一部交通機関等ご迷惑をかけましたが、たくさんの人に楽

しんでいただきました。 

また、メインスポンサーであるHONDAさんが、レーシングマシーンを持って来ていただき、

レーサーも呼んでいただきました。以前お越しいただいた中嶋 悟さんもおいでになり盛

り上げていただきました。今年の内容もこれから考えていきます。 

 

さて、今年は地方創生ということで、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を立ててお

ります。５年が過ぎておりますので、次の５年、２期計画を計画中です。１１月市議会で

も骨子についてお示ししましたが、３つの柱からなっています。 

まず１つ目は「暮らしやすさに磨きをかける」。２つ目に「都市の魅力を高め人を惹き

つける」。そして３つ目に「多様な人材で強い経済をつくる」。この３つの柱でまとめま

す。 

 

１つ目の「暮らしやすさに磨きをかける」では、人口減をできるだけ鈍化させたいとい

うことで、それぞれの部署で頑張ってくれています。また県も対応されていますので、県

と同じような仕事は避け、お互いに補完し合う形になっています。 

まず結婚ですが、なかなか結婚まで至らない方たちがおられます。ちょっとしたきっか

けでカップルが誕生しすればと、出会いの場の創出を考えています。結婚相談等をそれぞ

れの自治体が取り組んだ過去もありますが、やはり大事だということであげています。 

そして子宝に恵まれないカップルもいらっしゃいますので、不妊治療等の支援です。結

婚年齢が上がっていますので、年齢制限をなくすなど支援の枠を拡大します。 

あとは、佐賀市の場合は児童クラブや保育所が足りないので充実をさせていきたいと思

います。ただ、施設を整えてもなかなか追いつかない、そこで働いていただく指導員の数

が十分でないという悩みもあります。このことは引き続きやらせていただきます。 

 

野村総合研究所の２年半ほど前の評価では、全国の主要都市100都市の中で、佐賀は「暮

らしやすさ」と「子育てのしやすさ」では高い評価をいただいています。野村総合研究所

から、「地域を活性化するのは、企業活動。企業がそこに来るかどうか、そこで元気に仕

事をしていただけるかどうかは従業員の生活環境はどの程度整っているかは大きなポイン

ト。そこを大事にしなければならない。企業で働く人たちの生活環境が充実したものでな

ければ、その都市は魅力がないということで人が集まらない、企業活動も活発にならない」

という示唆がありました。 

この示唆を受け、暮らしやすさにもっと磨きをかけていこうと思います。佐賀のよさと

いうのは、ある程度都市化され、田舎の部分も残っている。これは自然も豊かであるとい

うこと。福岡都市圏と十分連携等も考えながら、整えていければと思います。 

あとは防災です。冒頭に申しましたが、どちらかというと佐賀は災害が今まで少なかっ
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たと思います。「雨に弱い・水に弱い」という宿命的なものもありますが、先人の努力に

よってかなり回復され、強くなっていました。少々の雨でも浸水しなくなり、仮に浸水を

しても引きが早くなったと思います。 

しかし、昨年の雨ではその思いを粉々に壊されてしまいました。3,400戸ほどの住宅・店

舗等が水に浸かりました。 

先ほど申しましたように、市民それぞれが対応策等を考えていただきたい。そして自治

会等にも訴えて、「自助・共助」を強くし、人災につながらないようにしたい。不幸にし

て災害がまた来た場合は、それぞれの部署が最大限努力をして被害の時間帯をできるだけ

短くする、被害の度合いをなるべく低くすることを考えていかなければならないと思って

います。 

 

あとは地域交通が問題になっています。佐賀市は市営バスを運営しています。「民間で

もいい」と言われることもありますが、民間のバス交通は、採算がとれなくなると切られ

る。今佐賀市も民営バスにかなりの助成金を出しておりますが、それでも運転士不足等含

めて「運営できない」ということで、昭和バスさんから一部路線を切るという通告を受け

ました。 

それを受けて、代替バスをどうするのかを地元地域の人たちと話し、一定の方向性が固

まりました。今のところは昭和バスだけですが、西鉄バスや祐徳バスに頼っている路線も

あります。先行きそういったものを含めて考えていかなければなりません。市営バスを運

行しても空白地帯がありますので、そこに生活している皆さんたちのことを考え、将来的

にはどうするのかもこれから考えていかなければなりません。 

 

続きまして、「都市の魅力を高め人を惹きつける」です。 

2023年、国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会が佐賀県で開かれます。かなりの

種目が佐賀市で行われますので、「佐賀駅周辺のあり方やメイン会場となるサンライズパ

ークまでの路線があれでいいのか」と問われるようになりました。 

いろんな人の知恵を借りながら検討した結果、詰まった内容のものには着手します。時

間的にそんなに余裕はありませんが、佐賀駅の南・北それぞれを整備し直さなければなり

ません。 

まずは北口から市道三溝線の改良を手がけます。現在、市道三溝線は片側２車線を確保

した４車線の道路がありますが、それを半分の２車線に抑え、残りを自転車レーンや歩道

に切りかえてサンライズパークまで歩くことを中心に考える道路に切りかえていきます。 

今は店もあまり多くないですが、通りを変えることによって店などが増え、「歩いても

楽しい」という道路づくりを始める年になります。 

それから駅の南口です。現在、西友跡地にＪＡのスーパーが入る建物が建設をされてい

ます。２階建てで、ＮＢＣラジオ佐賀が１階のフロアに入居する予定です。その隣に観光

案内の拠点をつくります。これは市と県が一緒になって運営していきます。 

佐賀県や佐賀市内にいらっしゃったお客さんたちに、親切で適切な案内ができるような

場所をつくりたいと思っています。 

次は「多様な人材で強い経済をつくる」という柱です。 

今、テレワークやＡＩを行政にも導入して住民サービスと事務の効率化等をおこなう時

代です。アイスクエアビルにマイクロソフト社のイノベーションセンターがあり、人材育
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成等をされています。マイクロソフト社では、テレワークやＡＩの事務的な部分でのサー

ビスを先駆けておられますので、佐賀市は一緒になってその方向性や部署の協議をさせて

いただき活用事例にまで踏み込んでいけたらと思っています。 

 

「多様な人材で強い経済をつくる」の２番目。強い経済をつくるということで工業団地

です。佐賀市も合併してから北部地域に工業団地の土地を探してきましたが、なかなかう

まくいきませんでした。旧佐賀市で持っていた工業団地は埋まってしまい、新しく企業・

工場を誘致するだけの土地を持っていませんでしたが、念願が実現ができそうです。 

広さはそんなに大きくありませんが、まず１つが川上の北部消防署のある南東あたりの

東山田地区に工業団地を準備しています。今年から造成、同時に企業誘致の申し込み等を

受け付けたいと思っています。 

それからもう１つ、県が準備をしていただいているコロニー跡地。東山田地区よりも少

し広く、そちらのほうも着々と事業を進めていただくけるものと考えています。 

 

次は毎年項目として出しているバイオマスです。二酸化炭素を何とか抑えなければとい

うことで、国際的な会議「ＣＯＰ」（国連気候変動枠組条約締約国会議）の中で取り組ま

れています。 

そういう中で、佐賀市で取り組む「一般廃棄物の処理施設から出る二酸化炭素を分離回

収して農業等に活用する」という事例は、回収そのものはできていますので、それをどの

ように活用するかが我々の大きな課題です。 

今年は全農さがのゆめファーム事業である大型ハウスによるキュウリの栽培や、グリー

ンラボのバジル栽培等で活用量が少しずつ増えてきます。この取り組みはＣＯＰ25でも、

取り上げられ、日本の九州・佐賀の事例として発表していただいております。 

そういう意味で少しずつ活用範囲が広まっていき、これが日本や地球全体のCO2削減に、

いい意味での活用事例になっていけばと思っています。 

 

そういう中、私が選挙公約等でも出しておりましたが、2020年のオリンピックのときに

は佐賀―東京間のジェット機をミドリムシからとったバイオジェット燃料で飛ばすという

ことをユーグレナの出雲社長と話しておりました。 

条件等で苦戦をされておりますが、そちらがかなり現実的な夢に変わりつつあるという

ことでここに出させていただきました。 

2020年を目標に、ユーグレナが培養したミドリムシという藻類の培養からジェット燃料

を抽出して、それを使うということです。日本初の飛行ということになればと思っており

ます。ユーグレナはかなり実現の確率が高いとおっしゃっていますが、今年の夢が実現で

きるのであれば非常にありがたいと思っています。 

佐賀市のバイオの取り組みが１つの事例として、こういうところまでつながったという

証になればと期待感を強く持っています。 

そのほかの佐賀市の取り組みとして、し尿処理施設の資源を下水道浄化センターで受け

入れて処理します。さらに味の素さんの副生バイオマスも受け入れて、下水道浄化センタ

ーで処理をして、そこで発生するバイオガスを活用した発電や、汚泥等を有効な肥料とし

て活用できるような方策をしています。これが佐賀市のバイオマスの取り組みです。日々

進んでいることを紹介させていただきました。 
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あとトピックス的に楽しい話がいくつかあります。 

１つは、富士町古湯の富士小学校跡地に合宿施設「佐賀古湯キャンプ」が4月にオープン

を予定しています。いろんな研修の場に活用していただければと思います。近くには温泉

もありますので、この合宿施設を使われるところや関係の親御さんたちも旅館に泊まって

いただき、古湯全体が活性化につながればという思いです。 

 

それともう１つは東よか干潟です。ラムサール条約湿地に登録されて５年を迎えます。

シチメンソウでは苦戦をしていますが、干潟に集まるシギ・チドリの飛来は日本一と言わ

れています。そこに「干潟ビジターセンター」を秋に完成させる予定です。お客さんがた

くさん集まって、南部の観光の拠点になればという願いを込めたセンターです。いろんな

意味で使えると思いますので、トピックスとしてご紹介しました。 

 

以上が2020年の佐賀市の主な重点施策です。重点施策の一端を述べさせていただきまし

た。 

 

（司会） 

それでは説明が終わりましたので、これより質問をお受けいたします。この後の進行は

幹事社である朝日新聞の福岡様にお願いいたします。 

 

（幹事社） 

幹事社からまず質問いたします。浸水対策ですが、「国土強靱化地域計画」を早期にま

とめて浸水対策に取り組みたいと執務初め式でもおっしゃっておりました。ハード面での

事業は多大な費用が予想されますので、結構困難だろうと思います。どんなふうに臨まれ

るのか、また、「市民に自助・共助をお願いしたい」ということでしたが、どのような「自

助・共助」を想定されてるのか。それから市民の方のご理解がポイントになってくると思

いますが、市民にどのように伝えていくのか、以上をお聞かせいただけますでしょうか。 

 

（市長） 

冒頭に昨年の大雨時のショッキングな浸水の写真を出しました。あれよりもちょっと浅

めの浸水は今までもありましたが、少し時間を置くとすっと引いていく感じでした。家財

道具を全部濡らしてしまうようなひどさはありませんでしたが、今回3,400戸の浸水被害が

ありました。 

建物は水浸しにならなかったけれど、車庫に置いていた車が浸水被害にあったというこ

ともたくさんありました。だから「また同じぐらいの雨になる」という予報を受けた場合

は早めに市民に訴えていく。そのような報道があったときには、できるだけ被害を抑える

ことを「住民の皆さん各自でやってください」と伝える。「行政ではそれをすべて解消す

ることはできません」ということを訴えていかなければならないと思います。 

家の改造などをする際は、「昨年の被害を頭に入れてやってください」と率直に伝えて

いかなければと思っています。 

それともう１つ、「自助・共助」について言いました。幸いにして、昨年の雨では堤防

を越えてどんどん水が流れ込んでくるとか、堤防が壊れるという被害はありませんでした。



6 

 

ただ、他の地域ではそういう被害があったところもあります。 

「破堤したら大変なことになる」と行政として情報は流してまいりますので、市民の皆

さんには関心を持っていただき、もし佐賀市内でそういう情報が出たときには「この地区

ならばどこに逃げるのか」ということを地域の人たちに考えてほしい。避難所に逃げるの

も１つの手かもわかりませんが、避難所は限られた面積しかなく距離的にも遠い場合もあ

ります。 

まず自分の家の近くにどう逃げるのかなどを地域で話し合っていただければと思います。

いっぺんにそこまでは到達しないかもわかりませんが、災害が起こるかもわからないと訴

えていかなければならないと思います。「昨年災害があったから今年はそれを半分に減ら

すように努力をします」ということは、今は言えるような状態ではありません。 

我々が災害に対応するのに誤った部分があったとすれば言えるのですが、それがない今

の段階ではこれ以上の改善というのはそんなに期待できませんので、市民の皆さんに心構

えをしていただくことが基本になってくると思います。 

今まではどちらかというと「避難所に逃げてください」と言っていましたが、避難所の

近くで自分たちなりの避難所等を探しておいていただきたい。避難所に適したもので、行

政が事前に使用できるように依頼しておいたほうがいいような場所がありましたら、市の

方から「もしもの場合は使わせてください」とお願いすることになるかもわかりません。

まずはそういうところから手がけていくことになると思います。ほかにも避難に関するい

いアイデアが皆さんの中から出てくるかもわかりませんが、今のところ、心配を解消する

ような方策は持っておりません。 

 

（幹事社） 

それではソフト重視ということになりますね？市民の方がどこに逃げるか、地域で話し

合うにしても、少し時間がかかると思います。一方で、半年後ぐらいには梅雨のシーズン

に入ります。急がないといけないと思いますが、市民への意識付けをどのようにしていか

れますか？ 

 

（市長） 

いろんなケースがあります。印刷物等でお知らせしたり、報道関係の皆さんにお願いす

ることもあると思います。そのほかに自治会や自主防災組織等で広めていただくようなお

願いをしていくことになると思います。 

 

（幹事社） 

引き続き佐賀新聞社から質問させていただきます。佐賀駅周辺整備についてですが、今、

駅前広場の活用や市道三溝線の車線減少による渋滞の懸念などさまざまな議論が起きてい

るかと思います。市長としてそういった意見をどうまとめていかれますか？ 

 

（市長） 

かなりの内容は詰まってきており、駅の南・北ともにハードの部分の青写真的な内容は

出ております。これからはその運用等について市民の皆さんたちの意見を聞いていかなけ

ればならないですが、大きな姿としては出ておりますので、今から聞いてそれに沿ってつ

くっていく時期は過ぎていると認識しております。 
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ただ駅北の道路にしても、行政は道路をつくるとことはしますが、その道路が本当に生

きた使い勝手のいい楽しい道路になるように、地域の人たちのお力はそちらの方へ発揮し

ていただく促し方をしていかなければならない。 

そういう意味では「こういう道路になりますので、こうしましょう」と地域の人たちと

話し合いをしていきたいと思います。だから微調整やつけ加えていただく部分で、住民の

皆さんのお知恵や意向を拝借したいと思っています。 

 

（企画調整部長） 

企画調整部長の武藤でございます。これまでも地元の方とお話してきました。その中で

代表の方のお話では、やはり地元としては三溝線の車線を４車線から２車線にすることに

不安があるということでした。交通量を示しながら話してきましたが、車線を減らす前提

で社会実験をさせていただきました。 

その中で実際に車線を縮めたとき、「周辺の道路にどういう影響があるのか、みんなで

確認しましょう」ということで、社会実験として地元の方々にアンケート調査ということ

をさせていただきました。そのことも含めて丁寧にご説明させていただいたつもりでござ

いますが、まだ地元の方々の中にはそういったご意見もあると思いますので、今後とも丁

寧な説明を進めていきたいと思っています。 

 

（幹事社） 

朝日新聞です。バイオマスの関係でジェット燃料の話がありました。かなり有望だとい

うお話でしたが実際のところいかがでしょうか。 

 

（市長） 

私は社長と話をして、「何とかなりますよ」というところまで聞いたつもりですが、少

し慎重に喋らせていただきました。 熱い思いを私以上に持っているのが上下水道局長で

すので、局長のほうから説明します。 

 

（上下水道局長） 

上下水道局長の田中です。現在、海外では既に2011年以降に21カ国で約20万回以上の商

業フライトが実施されていますが、まだ国内線でのフライトの実績はありません。 

ユーグレナ社においては、一昨年の11月にバイオジェット・ディーゼル燃料の実用化に

向けた実証プラントを横浜の鶴見に竣工されています。 

佐賀市も平成26年2月にユーグレナ社と共同研究契約を締結して、下水道資源を提供しな

がらミドリムシの大量培養の実証実験を行ってきました。その中の１つにバイオジェット

燃料の製造に関わる研究があります。今、ユーグレナ社では横浜の実証プラントが稼働で

きる状況です。一方では、ユーグレナ社が佐賀市の浄化センターで培養したミドリムシも

既に鶴見の方に送っている状況です。そこで、製造したバイオジェット燃料で国内初の商

業フライトを実現させるために、市長とユーグレナ社の出雲社長が共通の目標を持って取

り組んでおられます。 

 

（記者） 

西日本新聞の穴井です。市長の説明の中で児童クラブ待機児童解消への取り組みについ
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て出ました。施設をつくっても追いつかない、指導員不足もあるというかなり厳しい状況

だと思いますが、来年度中の具体案があれば教えてください。 

 

（市長） 

保育所への入所待ちも深刻です。それぞれの保育所や幼稚園で頑張っていただき、そち

らのほうである程度対応していただくようお願いしています。 

それと、保育園等を利用した子どもたちが学校に行くと、保護者が家にないため大体は

放課後児童クラブの利用を希望されます。そうすると児童クラブの数が足りない。空き教

室等も利用していますが、これは発達障害等の絡みもあって、児童数は減っているが児童

クラブに使用できる教室がないという状況です。新しく場所を確保しなければいけない。 

場所を確保するとなると、その学校内か、学校の近くで探しているところもあります。 

そういう中、幼稚園等で放課後の時間を受け入れるという声も出ていますので、お願い

するのもひとつの手だと考えています。 

それとあわせて、非常に数が足りない学校や急激に需要が高まった地域もあります。そ

こは行政として児童クラブの施設をつくっていかなければならない。ただ、施設はつくる

のにもお金が必要で、またそこをサポートしてくれる指導者も探していかなければならな

いという難しさがあります。そういったことをこれからも重点的に行います。 

 

（子育て支援部長） 

基本的には、まずは学校の余裕教室があるかないか。教室が難しければ、例えばミーテ

ィングルームや学校の中で調整がつく場所を探して、ということになります。 

やはり学校でもなかなか難しいということであれば、周辺の公共施設の中で探すことを

これまでどおり地道に探していく。 

どうしてもそういうものが難しければ、敷地内に施設をつくることが可能であれば検討

のひとつとして上げる。幼稚園の児童の動きが保育の方にシフトしている部分があります

ので、例えば幼稚園で受け入れが可能で、児童クラブをやろうということになれば、受け

皿について協議していきたいと考えております。 

 

（記者） 

新しく施設をつくる場所を探しているとおっしゃいましたが、児童クラブに使う施設を

つくる方針も決まっていますか？ 

 

（子育て支援部長） 

まだ決定しておりません。学校の敷地内につくる余裕があればそれも可能ですが、将来

的には児童数も減っていきますのですべて専用の館を建てることにはならないと思います。 

しかし、急激に利用希望者が増えて対応できなくなっているところで、しかもそういう

敷地が確保できればつくることも考えていかなければならないと思います。 

ただすべてにおいて予算等も絡みますので、今決定しているわけではありません。これ

から検討して決めていくことはあると思います。 

 

（記者） 

読売新聞の金堀と申します。大雨の対策について、ソフト面で市民への働きかけのお話
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をされました。ハード面については、長期的な検討事項も含めて昨年の大雨を教訓にして

何か検討を始めていること、もしくは今後必要と思われることとが何かありましたら教え

てください。 

 

（市長） 

ハードの面では、市内の中で水の流れが悪いところや閉塞的なところがありますので、

そういったところを改善しています。また大財の県道沿いの下のほう、橋梁の部分。断面

等が狭いということですので改善していきたいと思っています。しかし肝心かなめの雨が

流れていく佐賀江川。去年・おととしの状況を見てみますと、いっぱい、いっぱいに流れ

ていっている。あの状況になると超えるかもしれない。越流してしまったら堤防の破堤に

もつながり、非常に危険な状態になる。だから、ハードの面で幹線的に南に流すか、東に

流すかしなければならないけれど、既存の河川ではもういっぱいという状況です。 

そういう中で、城原川ですね。このダムの建設に今着手して、調査の段階に入っていま

す。これは神埼市にありますが、ダムが完成したら城原川の水位をかなり抑えることがで

きる。そしたら佐賀江川がそこに流れておりますので、流れが改善されるのではないか。 

今のところはそれぐらいです。 

極端に言って、南の有明海まで排水路をつくり、強力なポンプ場をつくって、そこに引

っ張ることがすぐできたらいいけれど、そういうのはすぐには不可能です。だからソフト

の面等で対応できたらと思います。 

雨の降り方によって条件が変わってきますが、樋門やポンプの稼働時間も、分単位にな

ると思いますが、少しでも早く「こういう状況になったら、ここで動かす」など詰めてお

くことが必要になると思います。利水権者との関係もございますが、小さなところまで目

を通すということはできます。 

ただ、それによる効果はそんなに大きなものではない。だから、今は去年と同じような

条件下で雨が降ったら、もうほぼお手上げの状態ですので、行政任せじゃなく「自分たち

でできることは自分たちで備えてください」という訴えをしなければならない状況だとい

うことです。 

 

（記者） 

西日本新聞です。先ほど観光機能の強化のお話があったと思いますが、「市と県が一緒

になって・・・」とおっしゃいましたが、県はどのように関わるんでしょうか。コムボッ

クスに佐賀市の観光協会が移転する話になっていたかと思うんですが、県はそこにどのよ

うに関わるのでしょうか？ 

（市長） 

県の観光案内の部署、詳しくは経済部長が話してくれると思いますが、そこと一緒にな

って運営していく構想で進めています。 

 

（経済部長） 

経済部長の百崎と申します。佐賀市の観光案内となると佐賀市内の観光地着地型の観光

案内をするという形になりますので、全県域、広域の案内は県の観光連盟や県の観光課そ

れとデザイン公社等々、県との関わりが出てまいりますので県の協力をいただきながら運

営していきたいと考えております。主体は佐賀市観光協会になりますので、佐賀市観光協
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会と県が一緒になって・・という形になると思います。 

 

（記者） 

では市の観光協会がコンボックスに入って、その中に県の観光案内の部署もあるという

理解でいいですか。 

 

（経済部長） 

広域観光の機能も入りますので、県の観光連盟や県のデザイン公社も一緒に中に入るよ

うな形になるかと思います。あくまでも主体は佐賀市の観光協会で、その中に県の関連部

署が入る形になるかと思います。 

 

（幹事社） 

次に市政全般についてお伺いします。オスプレイの件ですが、12月に木更津市が暫定配

備の受け入れ表明をされました。暫定期間５年ということになっております。少し事態に

変化が生じたわけですが、佐賀県内での議論にどう影響するかなど、市長としてどのよう

にご覧になっていますか。 

 

（市長） 

木更津市で「５年までならばしょうがないだろう」という感じで意見書を出されたとい

うことです。ただそのことで佐賀がその後同意したというわけではありません。ただプレ

ッシャーをかけられる、心理的な圧力にはなるかもしれません。 

基本的には５年間ならいいという木更津市の考え方は、「自衛隊の活用はだめだ」とい

う約束事がまだ歴然と生きている状況の中で、一緒の土俵で議論はできません。こちらの

ほうは、「自衛隊が使うことそのものが認められてない」という約束事がありますので、

私はそういったものに左右されないと思っています。 

 

（幹事社） 

木更津市の期限が切れたからといって、県の議論が左右されるものではないというお考

えですね。 

 

（幹事社） 

佐賀新聞の横田です。新幹線長崎ルートについてお尋ねします。先日の報道にもありま

したが、国はフル規格を整備する場合の佐賀県の負担軽減策として、法改正も視野に入れ

ているとありました。国がフル規格に誘導しているような動きも見られますが、佐賀市も

新幹線の経由地になるかと思いますが、駅前周辺整備にかかる影響など、この新幹線整備

の動きをどう見てらっしゃいますか。 

 

（市長） 

悩ましい問題だと思います。新幹線が来たときに、「またつくりかえないといけないの

ではないか」とどなたも感じられると思いますが、知事が言っていますように、「新幹線

をどういう形で佐賀は考えるのかを今から議論しましょう」ということです。新幹線が必

要かどうかを含めた議論になってくると思います。 
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新幹線もいろんな方式がありますし、仮にその中で「フル規格でやむを得ないだろう」

という議論になったとしても、「どこを通すのか」ということです。特に「南の空港近く

を通したほうがいいのではないか」という議論も聞いておりますし、その思いも強いもの

があると私は肌身で感じております。 

また、新幹線はいいが在来線はどうなるのか。今以上に便利になることは、過去の先進

事例等からみると、そんなに考えられない。かえって不便になるというのを心配する人た

ちも多いです。特に佐賀―福岡間を考えた場合、今は非常に便利な状況にあると思います

ので、それが保証できるのかも大きな論点になってくると思います。 

だからそういう意味では、まだまだいろんなことを議論しなければならないと思います。

今のところ、知事が考えられていることと同じような状況で、それじゃ「こうしたらいい

ですよ」、「経費がこれぐらいに抑えられたらいいですよ」という段階ではまだないです。 

 

（幹事社）周辺整備への影響はどうでしょうか。 

 

（市長） 

「駅前周辺の整備構想が無駄になるのではないか」ということですね。 

今回整備する部分については、そんなに大きく変更するのではなく、活用例ですね。南

口、北口を2023年の国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会に合わせて、整備をさせ

ていただきます。将来の計画をそれで邪魔するというようなものではないと思います。 

 

（幹事社） 

朝日新聞です。新幹線の議論において知事と大臣が年末に会われて、五択に向けた協議

に向け調整することで一致したところです。与党がフル規格でと言っていますので、国と

してはフル規格に持っていきたいのだろうと思われます。国が知事を議論の土俵に上げて

いく道をつけたというふうにも見られると思いますがこの事態をどのように見ておられま

すか。 

 

（市長） 

「フル規格が消えなければ話し合いはしない」というのが基本ですが、そのことばかり

言っても話が進まない。いろんな問題点あるだろうから事務レベルで整理をするというこ

とはそれなりに理解できます。 

ただ基本的には、まだフル規格ありきということではない。「どういうところを議論し

なければならないか。疑問点や問題点を挙げてみましょう」という話し合いだと思います。   

話し合うこと自体は決して悪いことではないと思いますが、国はとにかくいろんながん

じがらめの部分がありますから、フル規格に持っていきたいというのは大体想像ができま

す。ただ、そうではないと知事が言っておりますので、知事のことを信じたいと思います。 

 

（記者） 

ＮＢＣの横尾です。先ほど新幹線の財源の問題で、新たな検討の用意があるという報道

が出ましたが、佐賀の場合新幹線問題の本質は財源よりも在来線の問題です。整備新幹線

の歴史は、財源がネックになっても次々と解決してきた歴史なので、財源ばかり言ってい

ると財源は解決していくと思います。そうなると知事も、はしごを外されてしまうことに
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なる可能性もあると思います。 

佐賀市の場合は、「佐賀市内に住んで福岡まで通勤通学する」ということで、定住政策

の上で非常に便利な在来線になっていると話されました。それらが変わってしまうと、ま

ちづくりの根幹にかかわるので、例えば、「フル規格になったらこうなります」というこ

とを宣伝するなり、ＰＲする必要があると思います。 

「（佐賀―博多間の）２枚切符がなくなる」というと、みんなも反対すると思うんです。

なくならないまでもすごく高くなる。そうすると、今は安い西鉄のバスもそれに応じて高

くなるので、結局不便をこうむる武雄も嬉野も、それぞれ自分のところの思惑で動います

が、在来線活用の部分を強く言っていかないと、財源はいつか解決してしまって「こんな

はずじゃなかった」となると思います。その辺市長はどのようにお考えですか。 

 

（市長） 

最終的には「どこで、誰が決めるか」にもつながってくると思います。 

住民の皆さんに投票で伺うような形もなるかもわかりませんが、ここにお集まりの皆さ

んもそれぞれで意見が違うと思います。 

フル規格も１つの方法かもしれませんが、フル規格で新幹線を整備することになると、

どういう整備の仕方をするのか。佐賀は、在来線やルートの問題があります。そういうも

のも議論して決めていこうという意見が出てくると思います。 

今のところ、新幹線でフル規格が出ているが、それに決めた覚えはありません。ゼロか

ら議論をし、いろんな問題点を出し合おうということだと思いますが、そういう部分の中

にそれが入ってくると思いますのでそのチャンスを逃してはいけないと思っています。 

そういう絡め手で押し込もうとされることも十分考えておかなければなりませんが、こ

の場には若い職員もいますので、「油断するな」と言っておかなければと思います。基本

は基本として、議論しながら先に進めるとすればしていかなければならないと思います。

そういう時期がやがて来ると思います。 

 

（幹事社） 

朝日新聞です。確認ですが、知事と大臣の間で協議に向けた調整をしようということに

なって、その中で在来線の利便性をしっかり確保するように持っていくべきだという考え

ですか。 

 

（市長） 

そう言ったら新幹線は先に話が進みそうですので、そうじゃなくて、フル規格だけじゃ

なく、新幹線をどうするかも考えていかなければならない時ですから。これだと、「新幹

線を整備するならこれを認めなさい」という新幹線の議論に入ってしまっているようなジ

レンマにも陥りますので、それは今のところ言うべきじゃない。 

ただ、そういう方向性が見えてきた、そういう方向に流れが来たときには当然そこでき

ちんと言うべきものは言わないといけない。佐賀の場合はルートの問題をどうするのか。 

それから在来線のあり方です。福岡までの通勤はかなり活用されているはずです。そうい

う便利さを担保できるのかどうかが出てくると思います。 

「新幹線が通れば、あとはどうなろうと地域はよかろう」ということにならないように

しなければならない。そういう事例が多いという示唆だったと思います。 
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（記者） 

今のご回答の補足で、「そういう流れが来たときは言うべきことは言わなければ」とい

うのは、これは知事に期待していることですか。それも市長自らも発していきたいという

ことですか。 

 

（市長） 

私の任期が後２年弱ありますが、そういう時期がくると当然言わなければならないし、

だれが市長であろうとそのことはやらなきゃいけない。 

それを提言するのは職員でもあるわけで、職員は首長の言うとおりに動くのではなく、

「佐賀の場合はこうなった場合こうなる」ということをきちんと言えるように、上にそう

いう意見が通るような体制を持ておかなければならない。そういう意味です。 

 

（記者） 

「歴史文化を生かしたまちづくり」ですが、私が前々から思っていたことをせっかくの

機会なので言いたいと思います。 

副島種臣の記念館をつくってほしいという声が佐賀新聞の読者欄に出たことがあります。

外務卿としての功績も最近評価されつつありますが、書道家としての側面がものすごく大

きいです。例えば新潟だと会津八一や良寛の記念館があり、わざわざ佐賀の書道関係者が

そこに旅行に行って回っています。 

中林梧竹の記念館は小城にあって、近代書道士の二大巨頭の副島種臣の記念館が佐賀に

ないのはどう考えてもおかしいと前から思っていました。 

せっかくの資源を生かさない手はないだろうと思います。議会などに出たこともあるか

もしれませんが、この機会に伺っていいですか。 

 

（市長） 

議会でも記念館的な生誕地を活用したお話がありました。ただ、ちょっとそこまではで

きない。市内の古民家等でつながりがあるようなものが出れば活用できればとは思います

が。 

今しなければならないのが「東名遺跡」です。これも国宝級ということで関係団体から

は早く作って欲しいという要望があります。国も前向きには考えていただいておりますが、

佐賀市の負担がかなり大きい部分があります。 

あちこちに記念館やミュージアム的なものをつくると、駐車場や事務室が必要になり、

職員も必要になるなどたくさん課題があります。本当はやったほうがいいというのはわか

ってもなかなかやれません。 

今は、三重津も佐野常民記念館を借りて使わせていただきます。そういう活用例をさせ

ていただいておりますが、そういうものが結構あります。 

 

１つは財政的あるいは将来的にどうなのか。交付税等も減ってきて、建物の維持管理が

きつくなることが予想されます。どんどんつくっていいのかという心配もありますので、

今のところ副島種臣までは動けません。 

このような要望が出る、それだけの人物だろうとは思いますが、そこまではできない。
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とりあえず東名遺跡の歴史資料館的なものを何とかしなければ。そこまでの計画しかたて

られないのが率直なところです。 

ふるさと納税などで何十億という金が入ってきて、半分でもそれに充てられたら非常に

いいわけですが、なかなかそういう時代ではない。 

 

（記者） 

西日本新聞です。佐賀古湯キャンプのオープンが4月に迫っていますが、予約状況はどう

なのか、状況を見て市長の考えとして手ごたえはどうなのかをお聞きしたいです。 

 

（市長） 

先ほど申しましたように施設をつくったら運営で役所は経済的に窮屈になってくるとい

う思いでしたが、幸いにして佐賀古湯キャンプは指定管理料がいらず、自主運営ができる

ということです。整備だけを佐賀市が行うということで応じていただいております。 

 

（地域振興部長） 

地域振興部長の古賀です。この指定管理者の指定の議案とそれから建物施設の設置条例

の議案を11月定例会で可決をいただきました。本格的にこれから営業に入りますが、今の

段階で約4,000泊の仮予約をいただいております。ちなみに初年度の目標が8,000泊という

状況ですので、これから本格的な営業に入って何とかそこを達成したいと思っております。 

 

（記者） 

市長としての手ごたえは今の時点でどうでしょうか。 

 

（市長） 

その話を暮れに聞いて、率直に「よかった」と思いました。閑古鳥が鳴くのではと心配

したわけですが、問い合わせがすでにあっていると聞いて、それなりの手ごたえを感じた

ところです。 

 

（記者） 

指定管理料がいらない施設は今まで佐賀市にはありましたか？ 

 

（地域振興部長） 

私の記憶の中では、最初から指定管理料０円というのはなかったと思います。ただ、利

用料が入れば、もし収支が黒字になった場合に、それを指定管理者の収入としてよいとい

う管理の仕方はあったと思います。実際にそれが黒字化になったというのは、正確には把

握していません。 

 

（司会） 

それでは、以上をもちまして、新春記者会見を終わります。本日はありがとうございま

した。 

 

（市長） 
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皆さまのますますの活躍を期待申し上げます。市役所も精いっぱい頑張りますので、い

いアドバイスがありましたら、いただけたら幸いに存じます。 

これからも頑張ってください。 

 


