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佐賀市議会定例会議案説明 

（令和２年２月２７日） 

 

本日、令和２年２月定例会の開会に当たり、市政運営に取り

組む私の所信の一端を申し述べますとともに、提案いたしまし

た諸議案について、その概要を御説明申し上げます。 

 

昨年、ラグビーワールドカップが日本中を沸かしました。そ

の時の日本チームのスローガンは、皆様御存じのとおり、「ワ

ンチーム」でございます。「ワンチーム」となった日本チーム

は、世界が目を見張る力を発揮しました。 

私は、市長に就任して以来、職員に向けては「チーム」で一

丸となって業務に取り組むこと、市民の皆様に向けては合併し

てひとつの佐賀市となった市民の「一体感」が重要であるとい

うことを一貫して訴えてまいりました。 

この度の日本チームの活躍を受けて、改めて市民の皆様との

対話を大切にしながら、「ひとつの佐賀市」、「ひとつの市役

所」として、様々な課題に取り組んでまいりたいと意を強くし

たところであります。 

昨年１２月には、中華人民共和国の武漢市において新型コロ

ナウイルス感染症が発生いたしました。危惧されている感染拡

大に対処していくため、各種イベント等の中止や延期など、市

民の皆様にも御不便をおかけする部分もございますが、今こそ

職員が一丸となって、危機感を持ちつつ、冷静に、気を引き締

めて事態に臨んでまいります。 

 

さて、国においては、人口減少、東京圏への一極集中などの

課題に対しまして、これまでも様々な対応がなされてきたとこ

ろであります。しかし、依然として課題の克服には至っておら
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ず、昨年１２月には、今後も地方創生の推進を目指すこととし

て、「第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略」が閣議決定さ

れました。 

 

本市におきましても、人口減少問題をはじめとした諸課題に

対応するため、中間見直しを行った「第２次佐賀市総合計画」

と、新たに策定した「第２期佐賀市まち・ひと・しごと創生総

合戦略」を、本年４月からスタートさせます。 

 

「第２期佐賀市まち・ひと・しごと創生総合戦略」では、

「暮らしやすさ」という本市の強みを生かし、多様な人が集ま

る活力ある地域社会を創っていくため、「人口減少問題の克服」

と「地域経済の活性化」の実現を目指し、３つの柱で取り組ん

でまいります。 

 

１つ目は「暮らしやすさに磨きをかける」、 

２つ目は「都市の魅力を高め人を惹きつける」、 

３つ目は「多様な人材で強い経済をつくる」であります。 

 

この３つの柱を基本とし、多様な人々の力を集結し、「ひと

つの佐賀市」として、持続可能なまちづくりを進めてまいりま

す。 

 

以上のことを踏まえ、令和２年度当初予算をはじめとした諸

議案の御審議をお願いするに当たり、令和２年度において特に

重点的に取り組む内容につきまして、「第２期佐賀市まち・ひ

と・しごと創生総合戦略」の３本の柱に沿って御説明申し上げ

ます。 
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１つ目の柱は、「暮らしやすさに磨きをかける」でございま

す。 

 

野村総合研究所の「成長可能性都市ランキング」では、「都

市の暮らしやすさ」とともに、「子育てしながら働ける環境が

ある」の要素が高い評価をいただいております。この強みに更

なる磨きをかけていくため、結婚・出産・子育てのライフステ

ージに応じた支援に取り組みます。 

具体的には、結婚に関しましては、県と連携して、出会いの

場の創出を進めてまいります。 

出産に関しましては、不妊治療を必要とされている方々の経

済的負担を軽減するため、支援の範囲を拡大してまいります。 

子育てに関しましては、保育所等における待機児童の解消を

図るため、引き続き関係機関と協力し入所枠の拡大に取り組む

とともに、放課後児童クラブにおける受入れに必要な施設の整

備や指導員の確保などを通して、まずは小学３年生までの待機

児童の解消に向け、全力で取り組んでまいります。 

 

また、子どもにとっても、やさしいまちづくりを進めてまい

ります。 

近年、深刻化しております児童虐待への対応など、子どもの

福祉をしっかり守っていくことが不可欠であります。子どもと

その家庭の実情の把握に努め、関係機関との連携を密にしなが

ら、問題の発生予防、早期発見及び早期対応ができる支援体制

の充実を図ってまいります。 

発達障がいにつきましては、対象者が増加傾向にあり、症状

や原因なども複雑・多様化していることから、より専門性の高

い相談・支援体制を設けるなど、更なる充実を図ってまいりま

す。 
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次に、安全・安心の暮らしに向けた取組でございます。 

昨年８月末には、これまで経験したことのない豪雨が佐賀市

を襲いました。３時間の雨量が２２３．５ミリという、例年８

月の１か月分を上回る量の大雨が降り、住宅や店舗など約

３，４００棟の建物が浸水する被害となりました。 

浸水対策は、本市が長年にわたり抱えている課題であります。

浸水対策として、これまで大きな投資と長い時間をかけて、河

川整備やポンプ場の設置などを行ってまいりましたが、近年の

雨の降り方は、これまでの想定や常識を超えるものとなってお

ります。 

ハード整備など、短期的に対応が難しい部分もあることから、

市民の皆様の「自助・共助」での備えや避難による安全確保を

お願いする部分も必要となってまいりますので、まずは、内水

ハザードマップの見直しを行うとともに、現在策定を進めてお

ります「国土強靭化地域計画」に沿って、中・長期を見据えた

対策も着実に進めてまいります。 

 

次に、地域の交通の充実に向けた取組でございます。 

昨年は、富士・三瀬地区における昭和バスの代替の対応を図

ってまいりました。人口減少や高齢化が進む中、移動手段の確

保は市民生活には一層欠かせないものとなっていくため、本市

の公共交通の指針となる計画を策定し、地域の実情に応じた公

共交通の充実を図ってまいります。 

 

また、全国的に外国人観光客や定住外国人が増加しているた

め、多様性を受け入れる風土の醸成や体制の整備が必要となっ

ており、その傾向は更に強まっている状況であります。国籍や

文化の違いを越えて共生し、誰もが暮らしやすさを実感し、と
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もに活躍できるまちを目指してまいります。 

本年開催される東京オリンピック・パラリンピックはまさに

その契機となりますので、フィンランド等からの選手団を受け

入れ、市民との交流を行いながら、国際社会を意識したまちづ

くりを進めてまいります。 

 

２つ目の柱は、「都市の魅力を高め人を惹きつける」でござ

います。 

 

県都の玄関口、市内の公共交通網の中核地点であり、市内で

最も人が集まる場所の一つである佐賀駅周辺につきまして、佐

賀駅とＳＡＧＡサンライズパークとの間を結ぶ、佐賀駅北口広

場と市道三溝線の整備を進めてまいります。 

佐賀駅南口におきましては、本年６月にオープン予定の「コ

ムボックス」内に、佐賀市観光協会や県との連携・協力のもと、

観光案内拠点を整備し、多様化する観光ニーズや海外からの観

光客の増加を踏まえて、人が集まる佐賀駅前における観光案内

機能の強化を図ってまいります。 

また、佐賀駅周辺の整備を契機と捉え、佐賀駅から街なか方

面への人の流れを生み出す導線である中央大通りにおいて、居

心地が良く歩きたくなるような取組を進めてまいります。 

 

歴史・文化につきましては、国内最古のドライドックが発見

され世界文化遺産の構成資産となっている三重津海軍所跡や、

国内最古の湿地性貝塚である東名遺跡をはじめとする、佐賀が

誇るべき遺跡や伝統を未来へ継承するとともに、市民の皆様に

も、佐賀を訪れる方にも、佐賀の歴史・文化を感じていただけ

るまちづくりを進めてまいります。 
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スポーツの推進につきましては、令和５年開催の国民スポー

ツ大会・全国障害者スポーツ大会に向けた準備が本格化いたし

ます。冒頭に申し上げましたラグビーワールドカップのように、

スポーツには人の心を動かし、世代や地域などの枠を超えて、

絆や活力を生み出す力があると感じております。本年４月に富

士町にオープンします佐賀古湯キャンプでのスポーツ合宿や、

サガン鳥栖や佐賀バルーナーズといった地域密着型プロスポー

ツチームなどを通じ、市内外の交流や関係づくりの拡大を図っ

てまいります。 

 

このように、本市には魅力あふれる資源がございます。その

資源の魅力をさらに高め、戦略的、効果的にプロモーションを

展開していくことで、多様な人々を惹きつけ、選ばれるまちを

目指してまいります。 

 

３つ目の柱は、「多様な人材で強い経済をつくる」でござい

ます。 

 

現在、ＡＩ等の技術革新や働き方改革の推進などにより、求

められる業種や人材は多様性を増してきています。そこで、

「マイクロソフトＡＩ＆イノベーションセンター佐賀」との連

携を図り、ＩＴ系企業の誘致、創業の支援、テレワークの推進

などに取り組んでまいります。 

さらに、ＡＩを含む最先端の技術とその利活用につきまして、

情報収集を行い、今後の実用化の可能性を探ってまいります。 

 

また、大和町東山田地区の工業団地につきまして、造成を進

め、企業誘致を本格化し、引き続き、雇用の場の創出に取り組

んでまいります。 
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次に、本市の経済を支える中小企業・小規模企業の振興に

つきましては、市内企業の９割以上を占める中小企業・小規

模企業の活発な事業活動を促進するため、地域に根差した市

内企業が抱える人材不足などの課題解決に向けた支援に取り

組んでまいります。これに関連して、本定例会において「佐

賀市中小企業・小規模企業振興条例」の議案を提出させてい

ただいております。 

 

また、農林水産業の振興につきましては、生産・流通・販

売における、更なる高度化を図り、成長産業化に向けた取組

を進めてまいります。 

バイオマス関連事業につきましては、佐賀市清掃工場から

回収した二酸化炭素と余熱を活用し、ゆめファーム全農ＳＡ

ＧＡによるキュウリ栽培と、グリーンラボによるバジル栽培

が本格的に稼働いたします。経済と環境の両立を実現し得る

未来を見据えた成長産業の創出を目指し、引き続き、産業の

拡大と市内企業との連携を視野に入れながら事業を進めてま

いります。 

 

以上、新年度の施政に対する私の所信を申し述べましたが、

このほかにも様々な行政課題がございます。これらの課題に正

面から向き合い、本市の発展のため、全力で取り組んでまいる

所存でありますので、議員並びに市民の皆様の御支援と御協力

をお願い申し上げます。 

 

＊                    ＊ 

 

それでは、令和２年度の予算議案について御説明申し上げます。 
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令和２年度における国の地方財政への基本的な考え方といた

しましては、人づくり革命の実現や地方創生の推進、地域社会

の維持・再生、防災・減災対策等の重要課題に取り組みつつ、

安定的に財政運営を行うことができるよう、地方一般財源総額

について、前年度と同水準を確保することとされております。 

 

また、経済状況につきましては、雇用・所得環境の改善が続

く中で、緩やかな景気の回復基調が続いており、観光・農林水

産業をはじめとした地方創生の取組を着実に推進することによ

りまして、人口減少問題の克服と地域経済の活性化を図ってい

く必要があると考えております。 

 

このようなことから、健全な財政運営に配慮しつつ、限られ

た財源を最大限に活用し、人口減少問題の克服や地域経済の好

循環の確立につながる取組を積極的に進めるとともに、市民の

皆様が幸せを実感できるまちづくりに重点を置いた予算編成を

講じたところであります。 

 

この結果、当初予算案の規模を、 

・一般会計 １，０２０億円 

・特別会計 約３０５億円 

・企業会計 約２５１億円 

としております。 

 

第１号議案「一般会計予算」は、昨年度の当初予算と比べ、

３６億円、３．７％の増となります。 

 

まず、主な歳出についてでございます。 



－ 9 － 

 

義務的経費であります人件費につきましては、会計年度任用

職員制度の開始等に伴い、約９億円、６．０％の増となる約

１５３億円を計上しております。 

 

また、扶助費につきましては、子どものための教育・保育給

付費や障がい者の介護給付費等の伸びにより、約１７億円、

６．２％の増となる約２９１億円を計上しております。 

 

また、投資的経費につきましては、佐賀駅周辺整備事業、防

災総合システム整備事業のほか、昨年８月の豪雨により被害を

受けた農地や林道などの復旧に要する経費など、約１３２億円

を計上しております。 

 

次に、主な歳入についてでございます。 

 

市税につきましては、家屋の新築や増築等の増により、固

定資産税の増収が見込まれる一方で、税制改正により法人市民

税の一部が国税化されることに伴い、減収が見込まれるため、

全体として約５億円、１．６％の減となる約３０８億円を計

上しております。 

 

その他の主な財源といたしましては、国・県支出金として約 

２７５億円、地方交付税として１７２億円、市債として約１０１

億円を計上しております。 

 

なお、一般会計の細部並びに特別会計及び企業会計につきま

しては、予算に関する説明書及び関係資料により御審議をお願

いいたします。 
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＊                    ＊ 

 

次に、令和元年度補正予算議案について、御説明申し上げま

す。 

 

第１０号議案「一般会計補正予算（第７号）」は、緊急な措

置を要する事業の経費及び決算見込みによる補正措置などによ

り、約１２億４，５００万円の増額を行っており、補正後の予

算総額は、約１，０４７億５，２００万円となっております。 

 

主な内容といたしましては、「営農再開・草勢樹勢回復等被

害対策事業」として、昨年８月の豪雨等により被害を受けた農

業者の再生産意欲の高揚と経営の安定を図るため、種子、肥料

等の購入に要する経費を補助するものであります。 

 

これらの財源といたしましては、国庫支出金、繰入金、市債

等で措置し、予備費により収支の調整をいたしております。 

 

また、繰越明許費として、４８事業の追加及び３事業の変更

を措置いたしております。 

 

なお、一般会計の細部並びに特別会計及び企業会計につきま

しては、予算に関する説明書及び関係資料により御審議をお願

いいたします。 

 

＊                    ＊ 

 

次に、令和元年度追加補正予算議案及び令和２年度当初予算
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に係る追加補正予算議案について御説明申し上げます。 

 

第４６号議案「令和元年度一般会計補正予算（第８号）」は、

小学校の大規模改造事業等について国の補正予算措置に呼応し

た補正措置により、約７，６００万円の増額を行っており、補

正後の予算総額は、約１，０４８億２，８００万円となってお

ります。 

 

第４７号議案「令和２年度一般会計補正予算（第１号）」は、

第４６号議案に呼応し、約７，６００万円の減額を行っており、

補正後の予算総額は、約１，０１９億２，４００万円となって

おります。 

 

これらの財源といたしましては、国庫支出金、市債で措置し、

繰入金により収支の調整をいたしております。 

 

なお、一般会計の細部につきましては、予算に関する説明書

及び関係資料により御審議をお願いいたします。 

 

＊                    ＊ 

 

最後に、条例議案について、御説明申し上げます。 

 

第１７号議案「佐賀市債権管理条例」は、市の債権管理の一

層の適正化を図り、公正かつ円滑な行財政運営に資するため、

債権管理に係る市長等の責務や債権放棄の要件等を定めるもの

であります。 

 

第１８号議案「佐賀市中小企業・小規模企業振興条例」は、
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中小企業・小規模企業に関する施策を総合的に推進し、本市の

経済の健全な発展及び市民生活の向上を図るため、基本理念及

び施策の基本方針を明らかにするとともに、市の責務や中小企

業支援機関の役割等を定めるものであります。 

 

第１９号議案「東よか干潟ビジターセンター条例」は、ラム

サール条約湿地に登録されている東よか干潟の自然環境及び生

物多様性の保全を推進するとともに、持続可能な利用による地

域の活性化を図るための拠点施設として、東よか干潟ビジター

センターを設置するものであります。 

 

その他の議案につきましては、それぞれ議案の末尾に提案理

由を略記いたしておりますので、それにより御承知をしていた

だきたいと思います。 

 

以上、よろしく御審議をお願い申し上げます。 


