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令和２年２月 佐賀市長記者会見（※記者会見の内容を一部要約しています） 

令和２年２月 定例会の議案について 

日時：令和２年２月 19日（水）13 時 30分～15 時 

場所：佐賀市役所 ２階 庁議室 

出席：秀島市長 

 

（司会） 

  皆さんこんにちは。定刻になりましたので、ただいまから市議会 2月定例会の議案について市長記者会

見を始めます。 

 

最初に、資料の確認をお願いします。お手元に、本日の次第、パワーポイントの資料である令和 2 年度

当初予算案の概要、令和元年度 2 月補正予算案の概要を配付しております。また、先日の事前レクで配

付した資料が、議案の案件一覧と、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 点で

す。本日は、条例議案関係、当初予算、補正予算について通して説明させていただいてから、質疑応答を

行います。 

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、秀島市長よろしくお願いします。 

 

（市長） 

皆さんこんにちは。それでは、市長記者会見を始めます。 

まず、今議会に提案する案件について説明いたします。当初送付が 46 件、議案が 45 件、報告事項が

1 件です。第 1 号から第１６号までが予算です。第 15 号・第 16 号は補正予算です。網掛け部分は、先議

に付したいと思っております。 

 

そのほかの議案について、主なものを申します。 

第 17 号議案「佐賀市債権管理条例」。時効等の制度を活用して債権を落としていくこともありますが、そ

うでないものも結構あり、合併前からの債権もかなり残っているということで、債権管理上整理をする必要が

あります。管理条例を制定するため、今回提案します。 

それから第 18 号議案「佐賀市中小企業小規模企業振興条例」です。佐賀市内の大多数を占める中小

企業事業所の振興を図る上で必要な条例です。 

それから第 19 号議案「東よか干潟ビジターセンター条例」。これは今年秋にオープンを予定しています

「東よか干潟ビジターセンター（仮）」の施設に関する条例です。 

それから、第 23 号議案「佐賀市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する

条例」です。消防団の団員数が年々減っている状況で、定数と現状がかなり乖離する状況になりました。財

政的な負担も出てまいりますので、整理をさせていただくということで提案いたします。 

第 24 号議案「佐賀市やまびこの湯条例の一部を改正する条例」。運営上、今の現行料金体系ではきつ

い部分がありますので、値上げをしたいと思います。 

第 28 号議案「佐賀市廃棄物の減量推進及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例」ですが、

周りの自治体等の料金水準を見て、佐賀市も引き上げさせていただきます。 

それから 31 号議案「佐賀市国民健康保険税条例の一部を改正する条例」。国保関係で、今回も基金等

からの一部投入は考えていますが、どうしても税率の引き上げ等をしていかなければならないということで、

保険税の値上げにつながるものです。 

第 41号議案「三重津海軍所跡ガイダンス施設改修（建築）工事請負契約の締結について」です。これは、

三重津海軍所跡は世界遺産として登録されておりますが、このガイダンス施設の建築工事に関する契約案

件です。 



2 

第 42 号議案が勧興公民館、第 43 号議案が先ほどの三重津海軍所の屋内展示に関する契約案件で

す。 

以上、条例契約案件についての説明を終わります。 

 

来年度予算と、今年度の最終の補正予算について説明いたします。 

令和 2年度の当初予算です。一般会計、特別会計、企業会計を合わせると 1,575億円ほどになります。 

続きまして、来年度の一般会計の予算は、1,020億円ということで 1,000億を超える予算になりました。補

正予算も 1,000億円を超え大きな予算になりました。 

歳出では市税がそんなに伸びていないという数字が出ていますが、交付税は減っています。国県支出

金は、子育て経費、制度がかなり変わっていますので補助金等も増えています。 

ここで特徴的なのは扶助費で、非常に市の財政を圧迫しています。構成比の比率が高くなります。折れ

線グラフでみますと、扶助費は合併した初めのころは133億円。これが、来年度の予算では291億円です。

総予算もいくらか伸びていますが、社会保障費的な伸びがものすごく大きくなってきています。 

もちろん国県からの補助金等の制度はありますが、国の制度等が全国的に変わるとそれにおつき合い

する部分も出てきますので、この部分の費用の伸びが大きくなり、投資的経費等が苦労する状況になって

いることを示しています。 

 

それでは来年度の予算を組むにあたりどういう立場で臨んだかを申し上げます。 

今、「佐賀市まちひとしごと創生総合戦略」を進めていますが、三つの柱があります。 

一つの柱は「暮らしやすさに磨きをかける」。二つ目の柱に、「都市の魅力を高め、人を惹きつける」。三

つ目の柱に、「多様な人材で強い経済をつくる」です。 

トータルのねらいは、人口減が進む中、人口を増加させるというのはなかなか厳しいですが、人口減のス

ピードを鈍化させたいという思いと、経済の活性化を図る。経済の活性化が図られると人口の減少をできる

だけ食いとめることにもつながる。このような柱が相互に密接な関係があるということで、来年度の予算を編

成しました。 

まず 1 本目の柱「暮らしやすさに磨きをかける」です。2 年ほど前の野村総合研究所の成長可能都市と

いうことで、いろいろなランキングを発表されました。その中の 1 つ「暮らしやすさ」について、佐賀市は高い

評価をいただきました。その部分にもっと磨きをかけていこうということです。 

その中の一つとして、結婚のチャンス、出会いの場を確保する。また、県も子育て関係には力を入れてい

ますが、佐賀市の受け持ち部分として「不妊治療の助成事業」を進めていきます。子宝に恵まれないカップ

ルや家庭の応援をしていきます。不妊治療を頑張っておられる皆さんに、今ある制度の枠を少し広げ、

3,500万円程度の予算を計上しております。 

それから、小学校等の児童クラブでは待機児童が発生しています。施設等をかなり増やしてきましたが、

なかなか追いつきません。来年度は兵庫小学校で専用館を 1 つつくります。定員は 140 人です。それとあ

わせて、既存の教育・保育施設と、民間事業の力を借り、待機児童の解消のために児童を受け持ってもら

おうと考えています。その部分の経費もこの中に入っています。 

それから「子どもにやさしいまちづくり」ということで、発達障がいです。佐賀市が特に力を入れてきた「発

達障がい」。これは特性ともとられますが、友達とうまく付き合えない、自分の主張が通らないとパニックにな

る。一種の病気的な要素でも捉えられます。そういう皆さんをできるだけサポートしていこう、トータルライフと

して支援していこうと思います。 

できるだけ早い時期に療育すればかなり行動は落ちつくと言われています。そういった対応に力を入れ

ていく。また、成人になってもなおおさまらない人たちに対する家庭の相談等も充実させたいという経費で

す。 

それから次に、同じ「暮らしやすさに磨きをかける」の防災です。昨年は佐賀市も大変な状態になってし

まいました。あれが今年も来ないとも限らない。 
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今、担当部署ではハード面・ソフトの両方からいろいろ対応策を考えています。佐賀市ではまだ進んで

いなかったところを充実させたいということで、三瀬、川副地区の防災無線のデジタル化を進めます。特に

三瀬は急傾斜地等もありますので、全戸に戸別受信機を設置することも含まれています。金額的には 4 億

500万円程度です。 

あわせて市内の主要浸水ポイントにカメラをつけ、いち早い対応ができるような経費もこの中に入れてい

ます。 

続いて、「河川改修事業」。これは国の補助等を受けながら随時進めている事業です。地蔵川、城東川、

別段搦幹線の経費で、1 億 5,000 万円程。それから、もし災害があった時に備え、避難所等の備品を充実

させるため畳や、段ボールのベッドなどをそろえるよう経費 337万円を計上しております。 

 

同じ「暮らしやすさに磨きをかける」で、「地域交通の充実」です。過疎が進むと、バス事業者にとってきつ

い部分が出てきます。運転士不足等もあり、昭和バスが「山間部のバスを一部廃止したい」とお願いをされ

ました。その分を行政が補完措置をしていかなければなりません。今までも市内を走る西鉄バス、祐徳バス、

昭和バス、市営バスの運行に支援してきましたが、富士町・三瀬村への整備で 6,000 万円近くの対応をし

ます。 

また過疎地に関わらず、バス停までかなり離れている集落等については今後どうしたらいいのかも検討し

ていかなければなりませんので、公共交通の指針となる計画等を練るために、600万円を計上しています。 

そのほか多文化共生や、オリンピックに向けたフィンランドの選手団の受け入れ等の経費もいくらか計上

しています。 

 

次が 2 番目の柱「都市の魅力を高め、人を惹きつける」です。まずは街の顔となる佐賀駅周辺の整備で

す。主に実施するのは駅の北口と三溝線です。北口の駅前広場の整備で 4億 6,000万円程度計上してい

ます。 債務負担行為等もありますので、南口の記載もしております。佐賀駅の北口からサンライズパーク

や佐賀市文化会館等まではできるだけ歩いていただけるような仕掛けをし、「歩きたくなる道路」に変える必

要がありますので三溝線道路整備等で 2億 2,500万円程度計上しています。 

そのほか、県のサンライズパーク整備事業とあわせて、佐賀市の文化会館部分を整備する事業費を計

上しています。 

「観光案内拠点設備運営支援事業」ということで 3,000 万円です。これは、旧西友跡に建設中のコムボッ

クスの 1 階に県と一緒に観光案内所をつくります。それぞれ役割は違いますが、同じ場所に観光案内所を

つくる経費です。 

それでは、「都市の魅力を高め人を惹きつける」の 2ページ目です。「歴史と文化を生かしたまちづくり」。

佐野常民記念館のリニューアル整備です。整備は令和３年まで続きますが、令和２年度分の負担として 3

億 9,000万円程度。 

「自然を生かしたまちづくり」で、今年の秋にオープンする東よか干潟のビジターセンターについて、オー

プニングのための準備資金などを 3,000万円近く計上しています。 

 

次は、三つ目の柱「多様な人材で強い経済をつくる」。まずは、時代が求める人材の育成と確保というこ

とで、創業機運を高めてもらう経費として 400 万円。最近、新型コロナウイルスとの関係もあり、テレワークの

必要性や推進が言われています。そういったものを、佐賀市に進出していただいているマイクロソフト社の

イノベーションセンターと一緒になって今後をにらみながら進めていきたいということで、調査研究等の経費

が計上されています。もちろん、マイクロソフトが進出されたときにある程度の整備はいたしましたが、今回

は当時行った整備箇所以外の部分についての整備を行うということで、970万円計上しています。 

 

それと、ＩＣＴ教育。学習指導要領等が変わり、学校でプログラミングを学びます。まず、学校にタブレット

等の機器を増やす必要があります。 
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義務教育ですので国の制度があってくれたら・・・と思いますが、助成措置はあっても、我々地方から見る

と、ハードルがかなり高く、予算確保も苦しい部分があります。 

県内それぞれに頑張っていますが、なかなか一緒に足並みを揃えるのは、きつい部分がありますが、佐

賀市も 5,500万円程度の措置をするということで計上しています。 

1 番下は、「ＡＩロボティクス」に関する予算で 3,500 万円弱です。これから先の事務は、市職員は人が行

わなければならない業務を重点的に扱い、ＩＴ・ＡＩ等を活用できる部分については、委ねていこうという考え

のもと、3,500万円程度の予算を計上しています。 

 

「多様な人材で強い経済をつくる」の最後のページ。佐賀駅南口西友跡地にできるコムボックスにＪＡさん

の系列店に入ってもらい、買い物難民といわれる部分を解消し、一緒になって佐賀市の農産物等を宣伝し

て辺りのにぎやかさを醸し出すための事業に 400万円。 

その下、「未来を見据えたバイオマス関連産業の推進」です。佐賀市はバイオマス産業都市としていろい

ろな分野で実証的なことも行っています。特に、ごみの処理施設の清掃工場については、バイオ関係の企

業を集積し、雇用の拡大にもつなげたいという願いも入っております。そういった経費が 3,900 万円程度、

入っています。 

 

以上で、令和 2年度の当初予算の部分についての説明を終わりますが、トピックスをここに書いています。 

一つは、下水浄化センターのリノベーション計画ということで、国土交通省のリノベーション計画に全国２

例目として佐賀市の部分を取り上げていただいています。 

それから、佐賀古湯キャンプ場が 4 月にオープンします。体育館の問題では、皆さんたちに疑問を抱か

せた部分もございましたが、最終的には佐賀古湯キャンプ場として、今年 4 月に開設をし、あの地域がスポ

ーツ合宿地として活性化されるように、また、中にはサテライトオフィス等も用意されていますので、そこに進

出していただく事業所等が出てくることを望んでいます。さらには地域の活性化・人口減の抑制につながる

という期待も含めた事業が、いよいよ始まる時期になったことをお知らせしたいと思います。 

 

続いて、今年度の 2月補正の部分に入ります。 

補正額は 12億 5,000万円程度。補正後の額が、1,047億ということになります。 

主なものとしては、企業立地支援事業ということで毎年この時期に予算を組みますが、5,382 万円です。

企業誘致等に伴うものを含めて、市内の企業等に決められた制度に助成をするものです。 

それから次が、久保田地区の給水区域統合。西佐賀水道で白石町、小城市と佐賀市の久保田町が一

緒に水道事業を運営していますが、運営している西佐賀水道が今年 3月をもって廃止となります。そして佐

賀西部水道企業団のほうに水道事業は一部引き継がれますが、佐賀市の水道事業の中に入っていただく

ことになりました。その部分での、いわゆる整理をする必要のある水利権等が絡んできますので、3億 9,200

万円という数字です。 

その下のふるさと納税推進事業、これは、ふるさと納税総額予定が 11億 5,000万円程度になりますので、

返礼品の発送等での整理をする必要がありましたので、1億 5,000万円程度の補正をお願いしています。 

あとは「営農再開・草勢樹勢回復等」の予算です。昨年の大雨の被害を受けた農家に対する助成が

3,300万円。 

それから、未就学児等の交通安全対策事業。滋賀県の保育園児が散歩中に交差点で交通事故巻き込

まれたことを受け、佐賀市内でも安全柵、安全対策事業を、31 カ所分実施しますので、2,470 万円あげて

います。 

そのほか、大きなものとしては、学校の大規模改修事業、これが前倒等もあり、4 億 5,000 万円程度予算

を計上し、補正を行います。北川副小体育館、春日小・東与賀小の校舎が対象です。 

 

以上で、補正予算に対する説明を終わります。 
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（司会） 

それでは説明が終わりましたので、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、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。それで

は、この後の進行は幹事社である毎日新聞様にお願いいたします。 

 

（幹事社） 

幹事社の毎日新聞です。当初予算案ですが、3 年連続で過去最大規模となっていることについての市

長の受けとめと、その要因は主にどこに見ていらっしゃるかお答えいただければと思います。 

 

（市長） 

世界遺産に登録された三重津海軍所跡やラムサール条約湿地登録を受けた東よか干潟は指定された

だけではなく、ガイダンス施設・ビジターセンターがそれぞれ必要です。 

 

それともう一つは、駅前・駅北・駅南広場の改修です。昭和 51 年の若楠国体の際にあの周辺が整備さ

れました。２０２３年に佐賀県で国民スポーツ大会・障害者スポーツ大会等が開催されますので、佐賀市の

イメージアップと、新しいイメージを抱いていただくための整備等をしなければなりません。 

これまでいろいろなところで議論をしていただいたものを集大成としてある程度実施していく経費です。こ

れから数年続くと思いますが、その部分の経費が大きく出てきたと捉えています。 

 

そのほか、社会保障的な経費の伸びが結構重くのしかかっています。財政的には決して楽な状況では

ないですが、こういったものを乗り越えて、これから先の佐賀市の活性化にもつなげていかなければならな

いということで、積極的な予算を組ませていただきました。 

 

（幹事社） 

もう 1点、新年度事業で目玉となるような事業を市長としてはどう考えていらっしゃるかお願いします。 

 

（市長） 

新年度の目玉と言いますと、佐賀駅から県が進めるサンライズパークへの事業計画です。実施に入る部

分での経費です。 

それともう一つは、三重津海軍所跡、それから東よか干潟のビジターセンターに関する経費も１つの目玉

の予算になると思います。 

もう 1つを挙げれば、富士のスポーツ合宿所「佐賀古湯キャンプ」も目玉事業の一つです。 

 

（幹事社） 

幹事社からは以上です。各社質問がありましたらお願いします。 

 

（記者） 

西日本新聞です。人口減少のスピードを鈍化させる、経済活性化を図るというのが柱で上がっていまし

たが、市長としては、そのあとにご説明いただいたような子育て・出産・防災・人材育成にかかわる事業に重

点的に配分をされたという理解でよろしいでしょうか。 

 

（市長） 

そうですね。今、川上、大和の東山田地区に工業団地を整備していますが、雇用を拡大していきたいと

思います。 



6 

バイオマス関係で清掃センターの近くの部分、佐賀市の中心街では、ＩＴ関係の企業進出も佐賀に注目

していただいておりますので、雇用の場を広げていければと思っています。 

 

（記者） 

雇用拡大にも力を入れるということですね。 

市長の今期の 3 年目の予算ということで次期がまだわからないと思いますが、次期がないとすればラスト

スパートに入るのかなと思うのですが、どのような思いがこもった予算なのかというのをもう一度改めてご説

明いただけますか。 

 

（市長） 

ハードの部分等を含め、それを実施する必要があります。それを、今年あるいは来年まで引き継いで仕

上げていければと思っています。 

 

（記者） 

トピックスの佐賀古湯キャンプですが、企業の誘致を推進となっていますが、誘致状況はどのようになっ

ていますか。 

 

（市長） 

それでは担当部長のほうから。 

 

（部長） 

地域振興部長の古賀でございます。佐賀古湯キャンプは小学校をリニューアルしてありますが、サテライ

トオフィス用で 5部屋整備をしております。 

まだ申し上げられませんが、問い合わせがあり、今調整をしてるところです。数を埋めるというよりも、この

施設自体が古湯、中山間地域の地域振興を図るという目的で整備をしておりますので、なるべく地域振興

に寄与するような企業を選びたいというところで調整をしております。 

 

（記者） 

ありがとうございます。地域振興に貢献できる企業「複数」から問い合わせがあっていると考えていいので

すか。 

 

（部長） 

はい。県内に限らず、できれば首都圏、県外から呼びたいというところで、企業の所在地としてはそういう

ところを考えています。 

 

（幹事社） 

それでは市政一般に関する質問に移ります。まず幹事社からですが、今現在、九州新幹線西九州ルー

トの関係で県と国交省が協議に入るための事務方レベルでのやりとりが続いています。なかなか協議に入

れない状況にありますが、そのことを市長としてはどう見てらっしゃるかお願いします。 

 

（市長） 

九州新幹線西九州ルートをどうするのか。国のほうは「5者択一でオーケーです。そこから話を進めましょ

う」ということですが、本音の部分はどうか私もわかりません。 

私が国の立場であれば、そっちのほうで集約をしたいという気持ちはありありと伺えます。 

「最初はスーパー特急方式、それからフリーゲージトレインに変わったんじゃないのか。フリーゲージトレ
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インでだめだから、一足飛びにフル規格というのはいかがなものか。佐賀県もいろいろ検討しなければなら

ない部分がある。」というのが、県の立場だと思います。 

 

「原点に帰ってどれがいいのか、いろいろ話をしましょう」というやりとりが文書で出されていると思います。

私も以前もここで話しておりますが、やはりスタートの時点ではどうだったかと。そして、佐賀市議会で過去

議論したことは何だったのか。スーパー特急方式からフリーゲージトレインに変わった時の、国から県、県

から佐賀市になされた説明。そして私たちが議会でお示しした内容・考え方は、10 年以上たっても変わっ

ておりません。 

そういったものを大切にしながら、それが本当にだめなのかどうか、だめであるならば次はどうするのかを

じっくり考えようということです。じっくり考える暇もないように、次から次に追い込んでくるような進め方はい

かがなものかという思いで、「県知事の考え方と同じです」と申しました。 

 

ただそういった時期はもう過ぎており、今は県の方で知事と大臣とが一緒に話をされ、どこまでどういう話

をされたのか、私たちも聞いておりません。最終的にはフル規格というのが大きな課題として、選択肢の一

つとして出てくるのは事実です。ただ、フル規格だけが選択肢ではないと思います。仮にそうなったとしても、

決めるにはいろいろ手順を踏まなければならないし、時間をかける必要があると思います。 

いずれにしろ、どういう選択肢が最終的に詰まってくるのか、出された選択肢からどれかを選ぶか。どっ

ちに転んでも大変な決断を要するものだと思います。大変な決断を必要とするものであるがゆえに県民・市

民の理解を得るような内容で、説明等の時間も必要だということは理解できます。 

（決断を）急ぐから、話し合いの時間を省いて話をどんどん進めるということに仮になるとすれば、お互い

に感情的にならないようにだけはしてほしいと思います。話し合いの場で堂々とお互いが主張できるような

話し合いをしていただければと思っています。 

 

（記者） 

新型コロナウイルスの感染が拡大を日々しておりまして、いつ九州にも感染が出るかわからないような状

況です。その辺についての対応や対策について、あと佐賀空港の上海便運休もあり、中国からの観光客も

減っていますが、その辺についての見解をお願いできますでしょうか。 

 

（市長） 

本当に困っていますね。（新型コロナウイルスが）日本に上陸し、少しずつ広がっています。 

我々に今できること、市民の皆さんに訴えたいことは、予防措置として手洗いや、マスクの使用、いちば

んいいのは手洗いだということです。それと、「おかしいな」と思ったときには、「周りにうつすかも」ということ

を頭の中に入れながら、相談機関での指示を仰ぐなどをお願いしたいと思います。 

将来これだけ発生するとか、どれぐらいに広がったから何をするというシミュレーションはまだ我々としても

していませんが、いずれにしても県等で対応されるものについては、市としてもバックアップしていかなけれ

ばならないと思っていますので、そういう事態に備え必要な機材等を補充しておくというのは必要だと思い

ます。 

経済への影響については、県内に海外からのお客さんによる経済効果は結構出ていたと思いますが、

今回の運休で、一部のホテル等では、かなり影響が出ていると推測できます。韓国便も近々再開などという

話も聞いておりましたが、新型コロナウイルスには神経質になっているようですので、（新型コロナウイルス

の問題が）長引けば大変な影響を及ぼすことになるんじゃないかと思っています。 

 

（記者） 

８月の豪雨から半年になりますが今現時点での復旧はどのような状況ですか？ 
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（市長） 

豪雨による土木災害的なもので、道路、河川、農地、林道等の災害復旧のため現地調査を行い、発注

をしておりますが、去年だけでなく一昨年の災害分も残っています。だから業者の皆さんたちがかなり手薄

な状況で災害復旧工事を落札できなかったようですが、最近は少し回復したようです。 

現地の人たちの「早く復旧を」という思いにできるだけ沿うような形には近づいてきていると思いますがま

だまだ完全ではありません。 

市内の床上浸水等が出たところについては復旧できていると思いますが、災害を機会に店を閉められた

というところもありますので、残念な部分も残っているのは事実です。 

 

（記者） 

先ほどの予算の話と重複するところがあるかもしれませんが、市長が考える今の市政の最大の課題はど

ういったところでしょうか。 

 

（市長） 

私が 1 番やりたいことは、発達障がい関係です。最近いろいろお話をすると、身近なところにもそういうこ

とで悩みを持つ方がいます。発達障がいは決して暗くなる必要はないかもしれませんが、せっかくの特別の

能力・個性があっても、それが十分発揮されないまま社会に受け入れられないような現状があります。 

例えば知的障がい、精神障がい、身体障がい、これは生まれながらの部分もございまして、昔から一定

の割合で障がいのある方はいらっしゃいます。しかし「発達障がい」にまとめられる部類の障がいのある方

たちの数は結構伸びています。小学校の複数の先生たちが見て、「あの子、気になるね」という今年度の数

値は 9.8％です。発達障がいという認定・認知を受けた人ばかりでなく、そのような症状が見られる人も含ま

れます。 

増えている実態を何とか改善できないのか、「何で増えているのかを究明してください」と県や国にも直

接言ったことがあるのですが、なかなかその声は届かない。 

「診断技術が発達したからそういう結果がでる」という考えもあるようですが、実際の現場はそういうもので

はありません。新聞記者の皆さんたちも実際行かれたら、皆さんたちが小学生の時代と比べて違いがたぶ

んおわかりだと思います。 

私は何とか予防できるなら方策・方法をきちんと整理して、防げるものなら防ぎたい。防ぐという言葉は適

当ではありませんが、そういうことで悩まれているご家族の話を聞き、行政の手で改善できるなら改善したい

なと思います。これは 1・２年でできるものではないですが、そういう機運づくりだけでもできたらと思います。

それが 1番の願いです。 

 

あとは、今、問題になっていますＣＯ２です。これはいつも私が申しますが、地球環境は今住んでいる者

だけの地球や環境でない。これから生まれてくる子どもたちにできるだけ良い環境を残さなければならない。

だから、投資的な効果が出てこない等の批判もありますが、採算性だけじゃなく、これ以上地球環境を悪く

しないような方策をいろんな人が努力することによって、ＣＯ２を減らし、地球温暖化を止める動きをしてほし

いと思います。そういう思いで市では事業を進めております。 

 

（記者） 

ありがとうございます。今おっしゃったような部分が課題ということは、逆にまだまだ改善の余地があるとと

らえていらっしゃいますか？ 

 

（市長） 

みんなが我慢し合い、改善しあったらさらに良い環境になると思います。 

例えば下水道や公共下水道。佐賀市が昭和 47年から始め、53年から供用開始しました。供用開始して
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から 40 年を超えております。供用開始する前、特に昭和 30 年代に合成洗剤がものすごく使われておりま

した。佐賀市内のクリークはドブ化して非常に汚かったわけです。ドブ化していた川・クリークが、今はどうで

しょう。下水道・公共下水道をみんなが使うようになってから、水はきれいになりました。だから、やればでき

るんじゃないかと思っています。 

 

（記者） 

文化会館のほうにペデストリアンデッキなどの予算が計上されているようです。サンライズパークとつなぐ

ことだと聞いております。 

県が進めているサンライズパークは、アリーナの建設費が大分膨らんでしまって、60 億円増額し 257 億

円になっている。それからサンライズパーク全体で 540 億円とかなり大型な事業になっています。その予算

の膨らみ方に対して県議会の方でも議論があったことを市長はどんなふうにご覧になっておられますか？ 

 

（市長） 

初予定した額がどうだったのか、見積もり誤りなのか、それともその後の建設物価等の上昇でやむを得な

いものかなどは私もよくわからないのですが、あの一帯を大きく改善して一つの佐賀の核にするためには、

文化会館も対応したいと思います。サンライズパーク等の絡みで出てくるのは、ペデストリアンデッキでの経

費等を佐賀市でみなければなりませんし、「歩く」ことを基本にしながら、バスの運行というのを量的に通す

必要があります。そういったものの誘導路的なもの、あるいは待機所などが必要になってまいりますので、

経費の一部負担として将来的には出てきます。今回は、その設計委託が予算に入っています。 

県の予算が膨らんでいることについてはある意味ではしょうがないと思います。ただ、県民・市民の皆さ

んから不信感が出たわけですので、予定価格と実勢価格とは食い違いがないようにしなければならないと

思います。県の今回の在りようを、佐賀市にとってもいい勉強だと、反面教師的に捉えていきたいと思いま

す。 

 

（記者） 

反面教師的とおっしゃる意味は、工事発注にあたっては佐賀市としては積算をしっかりやって、食い違

いがないようにしたいということですか。 

 

（市長） 

はい。実績を組んで工事を頼むときの価格が余りにも違うと、そういう疑惑が出てくると思います。また、

建設物価、狂乱物価が来ますと、そういうことも起きるかと思います。 

市役所のこの建物をつくるときに、途中で大幅に増額させられた経緯がありますが、そういう社会的な理

由がないときの大きな乖離というのは不信感につながりますので、それは行政の立場からしますと戒めなけ

ればならないことだと思います。 

 

（記者） 

先ほどの九州新幹線の件でもう 1件伺いたいと思います。 

まず県と国の動きがある中で、市長の新幹線に対しての考え・考えの変化みたいなものがあるでしょうか。

また、選択肢を選ぶにも市民の理解を得るために説明が必要だとおっしゃっていましたが、例えば市民へ

説明するような機会を作ってもらうよう、県・国などに申し入れる、もしくは市で開かれる予定があるのかをお

聞かせください。 

 

（市長） 

まず、新幹線の検討のあり方についてですが、フリーゲージトレインがダメになったからフル規格しか残

ってないという短絡的な結論の出し方はおかしいと思います。本当に新幹線が必要かどうか、必要であると
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すればどういう選択肢が出てくるのかなど、数字的なものを挙げながら比較検討する必要があるだろうと思

っています。そういう中で、５つの選択肢の中でかなり絞られてくると思いますが、その時にどちらを選ぶの

か問われることになります。それを最終的に選ばなければならない首長さんや知事というのは苦渋の決断

を迫られるかもわかりません。 

知事だけが苦渋の決断をするのではなく、市民・県民の皆さんたちが、選択の過程をきちんと知ることが

できるようにしなければならないと思います。それがないと疑惑・不信感にもつながりますので、知事はその

部分についてオープンにしたいという考えがあるのだと思います。 

将来的には市民への説明の必要も出てくると思います。そういうときにいちばん頼りになるのが、今日お

集りのメディアの皆さんじゃないかなと思います。 

 

（記者） 

特に今のところ市から何かするということはないでしょうか。 

 

（市長） 

はい。特段今のところはありません。 

 

（記者） 

新幹線の件で確認ですが、県と国との協議に入る前に事務方レベルでのやりとりがずっと続いてることに

ついて国側は難色を示しているわけですが、市長は、特にその段階で事務方レベルのやりとりが続いたと

しても、それはそれでいいという考えでよろしいですか。 

 

（市長） 

頻繁にトップ同士で話をしなければならないというわけではない。事務方同士の話し合いがあってもいい

と思います。事務方同士の協議の際に、話し合う中身に関係する資料・試算等も必要になってきますので、

そういったものを事務方レベルでそろえていくというのはありだと思います。 

 

（記者） 

オスプレイについて佐賀空港への配備が想定されていますが、木更津市と防衛省で、5 年間という合意

書が取り交わされたところです。そういったことも含めてオスプレイについての市長のお考えを再度お願い

いたします。 

 

（市長） 

変わらないですね。木更津が 5 年と決めたから、その範囲内で佐賀も何か話を進めていかなければなら

ないと取る人もいるかもしれませんが、私はそういったものに捉われる必要はないと思います。木更津市は

木更津市の立場で決められたことであって、こちらはその前に自衛隊とは共用しないという、一言がありま

すので、それをどうするのかということですね。その部分での結論が出てないから、今、自衛隊の佐賀空港

利用を進めるというのは無理な話だと思います。 

具体的に条件的な話が出てくるかもわかりませんが、今はそういう段階ではないんじゃないですか。佐賀

にはおおもとがあり、それは木更津市には影響されないということです。 

 

（記者） 

おおもとである「共有しない」という一文がある以上、条件などについて話をする時期では全然ないという

意味ですね？ 

 

（市長） 
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それは約束ですからね。約束事が基本的にはある。単なる考え方じゃなくて約束事ですから。 

 

（記者） 

先ほどサンライズパークの予算が拡大したこと、県の対応についてお尋ねしました。額があまり違いすぎ

ると県民の不信を買うというご指摘がありましたが、県の今回の対応の仕方について、市長の御見解はいか

がでしょうか。 

 

（市長） 

計画はできているが、計算内容が違ったからといって、それで引っ込めるというわけにはいけないでしょう。

アリーナは必要なもので、その後の活用の仕方等も打ち出しておりますし。佐賀市はそれに合わせて道づ

くりも始めておりますので、そういった部分では、期間内に大きな事業に間に合うような形で建物の建設が

終わってほしいと思います。だから、やり直しというのは当然出てくると思います。ただやり直しても当たり前

だという感覚であってはだめだと思います。十分反省をして、今回のようなことがないようにしなければなら

ないし、佐賀市としても市民の不信を招くことのないように、部下職員まで徹底をお願いしたいと思います。

ちょっとした部分で大きな不信につながるというのは非常に残念なことでありますので。 

 

（記者） 

県の予算額はかなり大きな額ですが、ちょっとかけ過ぎ、あるいは適当であるなどその辺はいかがです

か？ 

 

（市長） 

「そんなにかかるんですか」という人もたくさんおられるのは事実だと思いますが、そういったものに対する

コメントは差し控えさせていただきたいと思います。度胸の要る仕事だと思いますので。 

 

（司会） 

それでは、以上をもちまして、記者会見を終わらせていただきます。本日はどうもありがとうございました。 


