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令和２年５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６月 定例会の議案について 

日時：令和２年５月２９日（金）1４～15 時 30 分 

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６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６月補正予算案の概要」、「新型コロナウイルス感染症に関する佐賀市の対応について」を配付し

ています。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、６月補正予算案の概要です。 

本日は、佐賀市のホームページでライブ配信していますので、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） 
昼のニュースで見ましたが、北九州市が（新型コロナウイルス感染症の拡大で）大変なことになって

いますね。人口規模は違いますが、佐賀市もあのような状況にならないようにしないといけないと、気を

引き締めたところです。 

1月末に佐賀市でも新型コロナウイルス対策会議を開き、昨日までに21回の対策本部会議を開

催しました。 

2月から約4カ月間、全国それぞれのところで新型コロナウイルス感染症対策で精一杯に対応し

ています。行政に限らず、国民・市民の皆さん、経済界、その他いろんな分野で新型コロナウイル

ス感染症対策一色というのが現状ではないかと思います。 

 

一時は緊急事態宣言等も発せられ、緊張感を増しました。佐賀市でも3月13日に1人目の感染

者が見つかりました。その方の行動歴等から、かなり広い範囲で広がっていくのではないかと一瞬

青ざめた状況にもなりましたが、幸いにして限られた範囲で止められました。 

県や医療関係など、業務を担っていただいている皆様の懸命な努力で感染患者の方を退院ま

でつなげていただきました。医療関係者を初めとする各関係者の皆さんの生命をかけたお力があ

って、今日を迎えることができています。 

もちろん、市民の皆さんの辛抱、国や県が提案する要請事項等に対していろいろご不満等もあ

ったと思いますが我慢して守っていただきました。 

それからまた子どもたち。学校で勉強したい気持ちがいっぱいあったと思いますが、制限の中

でのびのびと動けなかったと思いますが、そういう中にも我慢してくれました。 

そういう全市民を挙げての我慢があって今日があるということを、市長としても感謝を申し上げた

いと思いますし、こういう状況を今の時点で迎えられたことを皆さんとともに喜び合いたいと思いま

す。 

ただし、これで、新型コロナウイルスが終息したわけではありません。収束に向かいつつあると思

っていますが、北九州市や北海道、韓国等の例を見ますとそう簡単ではないようです。油断するこ

となく対応していかなければなりません。 
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一方では、昨日も市内の飲食業の皆さんが、市議会の委員会に訴えに参っておられましたが、

「とにかく何とかしてほしい」という状況です。これは、飲食業界だけじゃなくさまざまな業界に共通

する悩み、状況と捉えなければならないと思います。 

わずか4～5カ月の間にこんな状況になるとは我々も想像していませんでした。これをみんなの

課題として少しでも解決し、経済が徐々に回復の方向に向かうようにみんなでまた努力をし、盛り

上げていかなければならないという思いです。 

 

新型コロナウイルス感染症対策も、第1弾、第2弾、第3弾と今後もしていかなければならないと

思っています。そういったものもこの後説明をしたいと思います。これまで取り組んできたことやこ

れからしなければいけないこと、あるいは将来的にしなければならないことなどをお話させていた

だきます。 

 

今日は、6月定例議会の前の記者会見ですのでそちらのほうを先に話をさせていただきます。 

6月議会の議案は補正予算、条例議案、報告事項等がございます。 

第48号から第68号までの議案をあげています。 

 

その中でまず第50号議案「職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例」。 

新型コロナウイルス感染症等で国家公務員等も特殊勤務手当が措置されていますが、佐賀市

でも関係部署に措置します。 

富士大和温泉病院にも感染者の軽度の方を受け入れています。総勢6名まで受け入れ可能で

す。ただ、6名を受け入れるためにはスペースに余裕をもつ必要があり、その場所等も確保しなけ

ればなりません。そういった対応をする職員の特殊勤務手当をあげています。 

 

それから、52号議案「佐賀市ふるさと応援基金条例の一部を改正する条例」。 

企業版ふるさと納税があり、佐賀市に多額の寄附をしていただいています。今秋に完成する、

東よか干潟公園のそばに建つビジターセンターの建設費に貢献したいということで、シンシアとい

う東京の会社からの寄附を活用させていただきました。今後、そういった寄附を基金に積み立て、

「まち・ひと・しごと創生推進事業」に活用しようと整理をさせていただいています。 

 

それでは次に予算です。 

6月補正予算は緊急を要する経費等で必要最小限度のものにとどめています。 

主なものは三溝線の無電柱化事業です。これは、2023年に佐賀で行われる国民スポーツ大

会・全国障害者スポーツ大会に向けての設計関係で、1,800万円。また、大会に向けて準備する

経費として、本庄町にある市立体育館の空調を整備するために補正予算として計上しています。 

 

また、東与賀町にある米麦カントリーを改修するということで、2億6,000万円。 

難聴児の補聴器器具等で185万円。 

それから、佐賀駅バスセンターと、そこから唐人町通り等に歩く人を増やしよそからおいでの皆

さんたちに佐賀のまちを少しでも歩いてもらうためのいろいろなサイン関係を含めた事業を計画す

る「まちなかブランディング事業」として1,000万円。 

新型コロナウイルス感染症関係で、保育園などで子ども用マスクや消毒液等を購入する経費の

ため、１施設あたり50万円を補助します。これに4,050万円です。 



3 

 

以上が6月補正予算で、総額が、3億7,000万円程度です。 

 

コロナ関係で先に専決処分したものもありますがまだ完全に煮詰まってないものもあり、内容を

整理した上で、一般市民向けや市内で事業を営む皆さんに向けての対策費を追加議案として後

日提案したいと思っています。 

 

それではここで時間をいただいて、佐賀市の新型コロナウイルス感染症に対する、これまでの

取り組みとこれからの考え方、対策などをお示ししたいと思います。 

 

まず市民生活に関するものとして、マスク等の供給等や消毒剤消毒液の提供等をやってきまし

た。生活を成り立たせるため、特に低所得者の皆さんたちには緊急の小口資金、総合支援資金な

ど社会福祉協議会等で貸し出しが行われています。佐賀市でもそれらを補佐するという立場で臨

ませていただいています。 

また、専決処分に出したものですが、緊急経済対策として事業継続支援金など約15億円の資

金を投入して対策をしています。 

事業継続支援金は、佐賀市は業種を細かく分けるのではなく、ほとんどの事業所に適用でき、

使い道を限定せず、基本的には1事業所あたり個人で10万円、法人20万円。売り上げ減少が50％

を超えている事業所には、その倍の1個人事業所あたり20万、法人では40万円としました。 

国の持続化給付金と雇用調整金等もありますので、市が窓口となりスムーズに交付されるように

しています。市民の皆さんの中には「知らない」と言われる方もいらっしゃいますので、ＰＲ等を努

力していかなければならないと思います。これが、「感染拡大期」に実施したものです。 

まずは、感染が拡大しないように、市民の皆さんへの要請や市からのマスク等の配布等に努力

をした時期です。 

 

続いて「感染収束期」。やっと終息の兆しが少し見えたので、これからは感染拡大を抑えるだけ

ではなく経済も建て直していかなければなりません。事業を営む皆さんと一緒になって建て直して

いきたいと思います。 

しかし不幸にして第2波・第3波が来たらどうするのかということも問題になります。新型コロナウイ

ルス感染症と「共存」しながら、経済対策にも手を抜くことがないようにしていきたい。国もいろいろ

先の補正予算等で新たな取り組み等をしました。県も、6月補正でいろんなことを考えていただい

ているようです。そういったものとある程度整合性をとりながら佐賀市でも取り組みたいと思います。 

国や県の内容が十分つかめておりませんので、市の対策が煮詰まってない部分がたくさんあり

ますが、まずこれまでに行ったものをご紹介します。 

事業継続支援金は、佐賀市が独自で実施したもので、5月27日現在の決定が1,171社の2億

1,000万円程度あります。また、ふるさと納税の返礼品として、扱う品物の数が伸びています。 

 

第2弾として宿泊施設・プレミアム付き商品券を出しました。ＥＣサイトによる市産品販売促進事

業もあり、それぞれスタートします。 

宿泊支援事業は、旅館・ホテル等の支援です。市のほうで宿泊費の半分を補助するもので、6

月1日からスタートします。 

ＥＣサイトが６月上旬からオープンを予定しており、プレミアム付き商品券「さかエール商品券」で

は、協賛事業所の募集を開始したところです。4,000円で5,000円分の買い物ができるもので、経
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済の活性化を図ります。 

 

それともう一つ、新たな試験的な取り組みとして、5月22日から主に唐人町の通りで「佐賀ナイト

テラス」を行っています。道路沿いに面する飲食店が、店の前の限られたエリアで、店内の３密を

防ぐためにテーブル数を減らした部分を少しでも補うとともに、道ゆく人たちにも復活のイメージを

強めていただくために、県と市が一緒に実施しました。 

私も行きましたが、時間帯によっては、「もう少しお待ちください」というぐらいにぎわっていまし

た。ほかの通りでもしたいという声も出ており、今後取り入れるかどうか話し合っていくことになろうと

思います。 

 

佐賀市役所では、4月の連休前から5日間ほどテイクアウトを行いました。1日平均200食が出た

そうです。売上額そのものはそんなに大きなものではなかったかもしれませんが、「みんなでにぎ

わいを復活させよう」という思いがこもった事業でした。 

 

特別定額給付金は全国的には、いろいろございます。二重払いしているところもあるようです

が、佐賀市はそういうことでニュースにならないように注意をしていかなければなりません。約9万

9,000世帯に郵送し、既に今日の時点で8万4,000件ほど申請がありました。支給総額は126億円

で、これからどんどん膨れていきます。 

 

それから、子育て世代への臨時特別給付金は全国一緒で6月15日に支給されます。 

また貸付制度には570件程度で、1億1,000万円。 

そのほかいろいろ佐賀市で取り組んでいるものを書いておりますが、説明は省略をさせていた

だきます。 

 

それでは、次なるものはどんなものがあるか。よく佐賀市は「動きが鈍い、スピード感がない」とい

う温かいお叱りをいただきますが、こういうことを考えているということでお示しいたします。 

 

まずは第一次産業。農業、林業にも影響が出ています。肥育牛農家や花栽培農家あるいは林

業を営んでいるところなど今までの流れどおりには進まず、価格の低迷等が続いています。これら

への対応を国・県も行いますので、その内容とにらみ合わせながら対応していくということで詰めて

います。これに約3,000万円の予算が必要です。 

 

お客さんの流れが少なくなると、交通関係がピタッと止まります。外出自粛要請等が出ていまし

たので、タクシー関係にも影響が出ています。 

また観光産業も疲弊していますので、観光地の周遊プラン等をつくっていただき、タクシーで回

ってもらうものへの助成です。また観光キャンペーンを充実させる経費が、3,000万円ぐらいです。 

 

次に市民生活に向けてです。高齢者の皆さんの中には、介護・福祉施設等を利用している方

がたくさんいらっしゃいますが、特に第2波・第3波が押し寄せたときに防備する薬品やマスク等が

不足していると大変なことになりますので、備品を充実する経費での支援も考えています。 

具体的な数値までの試算が出ておりませんが、かなり大きな額が出てくると思います。 
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それから、雨季が近づきました。去年も被害がでましたが今年も可能性は十分にあります。それ

に新型コロナウイルス感染症が上乗せになると大変なことになりますので、前もって必要な対応を

します。密集を避けるため、避難者1人当たりの面積を広くする必要があります。それにより避難所

の数も増やさなければならないし、中には動けない人もいらっしゃるかもわかりません。そういった

ときには、一般の避難者と分けなければならない。そういったことに対応する経費として1000万円

ほど予定しています。 

 

あと、新型コロナウイルス感染症の影響で、職を失った方や事業ができなくなった方を対象に、

会計年度任用職員の制度を利用して20名ほどの方に佐賀市で働いていただこうと考えています。 

 

また、ひとり親の家庭には子どもひとりの場合は5万円、2人以上は3万円と国が上乗せして事業

を計画していただいております。 

そういったものと並行して、佐賀市独自に就学援助等を受給している生活困窮者に対して特別

の支援をしたいと思います。できればその支援金が地域の経済の活性化につながる形でと考えて

います。額ややり方等はもう少し検討の余地がありますが、この雇用や生活困窮者への支援とし

て、あわせて約1億円近くを投入することになるだろうと見ています。  

 

日常の生活が戻ってこないことへの不安からくる相談、あるいは地域活動から大きな経済界へ

のうねりをつくり上げる一つの手段としていただくための市民活動への支援も行いたいと思いま

す。 

 

同様に、スポーツをして、見て楽しむようなことがないと地域の活性化、勢いが出てまいりません

ので、忘れずに対応をさせていただきます。 

特に、今まで佐賀市民等に感動を与えてくれた佐賀バルーナーズやサガン鳥栖、久光製薬の

バレー。プロのスポーツチームに対する対応も県の動向等を見ながらやっていきたいと思います。 

 

以上、大きく見積もりますと第1弾目が15億円、これから6月の補正で4億弱の部分を出しまし

た。さらに新型コロナウイルス感染症に限った部分でも対応をやっていきたいと思います。6月に

入ってから予算査定を行いますので、今日は具体的な部分をあまりお示しできなかったのです

が、佐賀の経済の活性化と合わせ、新型コロナウイルス感染症の封じ込めも怠りなくやっていきま

す。 

 

（司会） 

それでは質疑応答に入ります。まず、議案及び新型コロナウイルス感染症に関する佐賀市の対

応についての質問、そのあとに市政一般についての質問をお受けします。この後の進行は幹事

社である西日本新聞の穴井様にお願いします。 

 

（幹事社） 

まず幹事社から何点か質問をさせていただきます。新型コロナウイルス感染症関連の市民向け

の事業を追加議案で出されるということですが、先ほど煮詰まってない状態とおっしゃいましたが、

今日時点で煮詰まってない理由、追加議案になった理由を教えていただけますか。 
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（市長） 

今までは新型コロナウイルスの感染拡大防止に重点を置いたこと、もう１つは、特に経済部、保

健福祉部等は、国の制度に基づく地域の事業者や市民向けの給付金的なものがあり、その対応

に追われていました。今でもまだ数が十分ではありませんが、そういう中で次なるものを考えるに

は、順序があります。私は「感染防止をまずしっかりやりなさい」と指示しておりましたので、こちらの

指示が遅くなったということです。 

それともう１つは、国や県と同じような事業を出すというのも策がありませんので、国や県が出す

施策の方向性や内容を十分ふまえて出したいと思いました。国や県の事業を補完し合う、すき間

を埋めることが必要です。そういった内容がなかなか見えてこなかったので遅いように見えると思

います。原因はそういうところにあります。 

 

（幹事社） 

新型コロナウイルス感染症の対応は特に急を要するもので、市民の期待も大きいです。市長も

先ほどおっしゃっていましたように「ちょっと遅いのではないかという声が出ている」と今までもおっ

しゃっていたと思います。今煮詰めている段階ということですが、対策事業について市長の思いや

市民に伝えたいことをお伺いできますか。 

 

（市長） 

先の4月に出した分は専決処分ということで対応させていただきました。予算を承認していただく

のは議会です。だから議会に諮らなければならない。しかし議会に諮るためには一定の時間を要

します。議事日程等を調整しながら出すには時間がかかります。 

このような状況に対し、「●●が出していたのに、佐賀市はないのか」「はやく辞めろ」「能なし」

など厳しい言葉でメールが送り付けられる場合があり、これがいちばんつらいことです。 

国も野党から、「スピード感がない」などと言われます。みんなに諮る決まりを考えると、ある程度

時間がかかる。我々からするとしょうがないと思いますが、市民からすると「●●もしているから、佐

賀市も」という声が出てきます。 

青森のある村で、国が特別給付金を承認する前日の夕方に一番乗りで始めました。すると、同

じ青森県内のある市長が、「死ねと言われた」そうで、悩んでいたそうです。それぐらいに、今度の

支援策については、市民を含めイライラ感が募ったと思います。 

だから1～2週間遅れると大変な事態だと思います。そういうジレンマも感じながら職員も精いっ

ぱいやっておりますので、出足が遅れたからといって、大変なお叱りを受けるのは勘弁してくださ

いとお願いしたいと思います。 

 

（幹事社） 

イライラ感が募っているとおっしゃいましたが、それだけ市民の困窮具合がどうにもならないと必

死だと思います。そういう市民に「これからこういうふうにやりますよ」とか、市としての姿勢、安心さ

せるようなメッセージなどありますか。 

 

（市長） 

そういうメッセージは適宜していかなければなりませんが、どういうメディアを使って知らせていく

のがいいのか。メディア関係の皆さんたちにも御協力を願いたいと思います。早く出した自治体だ

けに目を向けると、あとの自治体には「何をしているか」という嫌味の声も届いてきますので、一緒
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のように取り扱っていただければ非常にありがたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

 

（記者） 

現時点の佐賀市として、新型コロナウイルス感染症に関するいちばんの課題は何か、また「第3

弾以降も追加対策を行う」ということですが、どのあたりをフォローされるのでしょうか。 

 

（市長） 

いちばんは新型コロナウイルスを「発生させない」ことです。発生しても拡大させない。そして県

全体でやらなければなりませんが、医療崩壊等につなげない。「安心」をできるだけ確保すること

がいちばんだと思います。それと同じように大事なのが経済です。今の経済はこれ以上悪くなる

と、差しさわりがものすごく広がる可能性もありますので、この部分も合わせてやっていく。だから、

これから先は、第2波をある程度覚悟しながら、経済活動を止めない方向での動きをみんなでして

いかなければならない。だから、止めるところははきちっと止めておかないと経済の活性化につな

がらないと思っています。 

 

（記者） 

緊急的な雇用として20人雇用するということですが、過去に佐賀市としてこのようなことがあった

のでしょうか。２０人というのは大きいと思ったのですが、この事業の狙いを改めて教えてください。 

 

（市長） 

かなり職員の数も絞っておりますので、大変な時期になっています。1人が３つぐらいの仕事を

し、どれも急ぐというような状況です。全部を自分だけでこなしていたらダメだから、後でチェックで

きるような仕事はほかの人に頼む。「ほかの人」というのが周りにいればいいですが、みんなが手い

っぱいでやっています。そういう中で正規の職員でなくても、臨時的な人でもできるものをしてもら

う想定で、20人ほどとしております。過去にもこのような採用方法はいくつかありました。 

 

（記者） 

定額給付金に関しては二重払いなど各地で混乱が続いていますが、佐賀市の現状は円滑に

進んでいるかどうか、市長の認識を教えてください。 

 

（市長） 

1回間違うと、嫌な思いをさせなければならない相手方も出てくるし、新たな仕事を抱え込むこと

になってしまうので十分配慮するようにお願いしています。 

本当はダブルチェックをしておかなければならないのをつい忘れていたというのがミスにつなが

る。だから基本の部分を絶対に手を抜かない。チェックは二重体制できちっとするなど促していき

たい。あとで何倍もの反動が来ることを考えたら、担当者にはぜひそういう立場でお願いしたいと

思います。 

 

（記者） 

先ほど言及されましたが、県のナイトテラスチャレンジに市はどの程度かかわったのでしょうか。 
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（市長） 

外国では通りの木陰にテーブルを出して、コーヒーや食事をとる風景を見ます。外にそういう雰

囲気を醸し出すことと、もう一つは３密を防ぐために店のテーブル数がかなり減ったので「少しでも

お客さんを」ということとなると、外でも食事ができるようにする。このようなことを佐賀でやったらどう

かと市民からの提案等もありました。佐賀市が担った部分は、グリーンのカーペット的なものを提供

したり、地元との調整を行いました。 

 

（記者） 

議会の経済産業委員会で、「愛敬を歩行者天国に」という案が出て、開催に向けた要望書も出

されるという話でした。県でもナイトテラスが行われ、市も協力し地元との調整も行ったということを

踏まえると、市としては前向きに開催を検討する方針でしょうか。 

 

 

（市長） 

場所にもよります。道路の関係で窓口には警察や佐賀市の関係課も入ります。道路を通行でき

ない形で使うとなれば一定の制限があります。 

道路を通れなくなったら不便を感じる人もいます。近くに住む人の生活道路にもなっています

し、遅くまで騒がれたら騒音や防犯の問題などの問題が出てきます。 

そういうことをトータルして物事をとらえていかなければならないので、「うちの前をそうさせてくだ

さい」という希望はわかりますが、まずは地域にお住まいの人たちの賛同が得られるかどうかがい

ちばん大事になってくると思います。 

 

（記者） 

失業者の緊急雇用の件でもう少しお尋ねします。採用のスケジュールや、具体的にどういう業

務をするのか。職員がコロナウイルス対策関係での仕事が増えているので、その部分をやっていく

という理解でいいのかを伺いたい。また「失業や内定取り消しを受けた市民」と書いてありますが、

今現段階で、約何人ぐらいの方が失業や内定取り消しを受けているのか。把握していらっしゃった

ら教えてください。 

 

（市長） 

細かなところまでは完全に煮詰まっていませんので、査定後に肉付けをしていきたいと思いま

す。今日は会計年度任用職員として採用することを考えているというところで止めておきたいと思

います。 

これから雨季を迎えますが、災害のときは職員が動員や災害対応等で人手不足が考えられま

す。今まで以上に、避難所等の数も増やしていかなければならない、内容等も充実させていかな

ければならないという中で、人手不足等も十分考えられますので、そういったお手伝いができる20

名程度の会計年度任用職員の採用を考えています。 

 

（総務部長） 

市内での失業者や内定取り消しとなった方の数字ですが、市内全体での新型コロナウイルス感

染症による失業者の数字は持っておりません。ただ、前回行った会計年度任用職員の採用で、何

人かは失業しているという方の申し込みはありました。ただこの原因が新型コロナウイルス感染症
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かどうかまでは聞き取っておりません。 

 

 

（記者） 

例えば失業や内定取り消し、これからは恐らく倒産する企業も出てくる。何らかの調査を佐賀市

として考えていることはありますか。 

 

（市長） 

市が調査するというよりは、関係機関に問い合わせて情報をいただくことはあると思います。 

 

（記者） 

第2弾のスポーツ関連事業の支援についてですが、「プロスポーツチームに触れ交流できる場

を創出する」とありますが具体的にどういうことを行うのか、あと予算はどのくらいを考えていらっし

ゃいますか。 

 

（市長） 

予算ややり方等はまだ詰まっていません。例えばサガン鳥栖応援協定を結んでいますが、ある

試合を佐賀市が応援マッチという形で引き受け、お客さんを送り込むとかいろんな方法があると思

います。これはチームとの関係もあります。当面、無観客試合ということですので、該当するチーム

と話して一定の方向が出てくると思います。 

 

（司会） 

それでは市政一般についての質問に移りたいと思います。 

 

（記者） 

オスプレイに関してですが、県有明海漁協では組合長の改選時期を迎えています。多分6月に

徳永組合長は代わるのではないかということですが、山口知事の記者会見の中では、「徳永さん

には一定の整理をつけてほしい」「漁協として一定の取りまとめを期待したい」というふうにおっしゃ

っていて、改選前に何らかの整理・取りまとめをという意思を示されましたが、市長はいかがです

か。 

 

（市長） 

知事が要望されたことは新聞で知りました。ただ、そのとおりになるかどうかまだわからないという

ことです。私は、このオスプレイに関しては個々に言うのではなくて山口知事の前の古川知事、もう

１つ前から３代。池田知事、香月知事、そして井本知事。この３代の皆さんたちが、佐賀空港をつく

るときに自衛隊の利用というのが話題になっていたそうです。 

そのときに、自衛隊との共用は「しない、させない、ありえない」と歴代の知事さんたちは言って

います。それぐらいに重い約束であの空港ができたと聞いています。ただ口で言うだけでは信用

できないということで、急遽、協定書を結ぶときに一筆書くように言われたそうです。それで、書い

たのが、「自衛隊との共有はしない。」という文言です。 

それぐらいに重い協定書、約束だと思います。その「信頼できないから一筆かけ」と言われたの

で、今そのことが問題になっています。私は以前から言っているように、それぐらいに重い約束事
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であるので、その立会人を引き継いだ身ですので、そういう立場でこの問題を捉えているということ

です。 

 

（記者） 

そうなりますと、組合長の任期とこの件の議論との関係はどういうふうにお考えですか。 

 

（市長） 

私がいろいろ言うわけじゃなく、組合長も気持ちはそういうことだと思う。徳永組合長は過去の歴

史というのは十分踏まえておられますのでどう判断されるのか。私がそれにコメントする立場にはあ

りません。 

 

（記者） 

今日の午前中に防衛省が南川副支所に出向いて説明をされました。残る一つは早津江支所で

すが、それも6月に説明会が終わる予定です。今日、九州防衛局長が言われたのが、「今後は、

公害防止協定の変更に向けた協議が進んでいくと思っている」とご発言なさっています。 

要するに、15支所への説明を終わるとそういう方向に行くというふうに発言なさったのですが、防

衛省は協定の当事者ではないわけですよね。一区切りついたということで市長としては、御自身の

役割をどういうふうにされたいと思っていらっしゃいますか。 

 

（市長） 

覚書は変えてはならないとは言及はしていません。一般的に協定書というのは、必要な場合は

変えてくださいという申し入れまで否定したものではない。変えてくださいという申し入れに対して

漁協がどう判断されるのか。いろんな圧力に屈せず、「大事だから変えません」と言えばそれまで

の話だと思います。だから、今のところ一応話を聞くだけは聞きましょうと。礼儀的なものもあります

ので、そういう立場じゃないかなと私は理解をしていますが、今後どうなるかはわかりません。 

しかし、まだまだそれですべてが終わったわけではない。佐賀市とも協定書は結んでいる。農協

団体とも結んでいる。そういう話もまだ先にあるわけです。まず、自衛隊に関することはあの協定書

にしか書いていないことですので、その部分をどうするのかというのが今後また問題になってくると

思います。 

 

（記者） 

6月に、徳永組合長が定年で引退されて新しい組合長が選出される方向ですが、新組合長に

はどういうことを望まれますか。 

 

（市長） 

漁協の組合長がどういう形で決定されるかわかりません。役員交代があるかもわかりません。私

がそこに口を挟む立場ではないですが、今、漁協の単位が広くなっており、佐賀県全部を統括す

る組織に広がっています。 

協定書には空港ができるときに、異常な雰囲気の中で交わされた文言があるということを、当時

の状況がどうだったかというのも踏まえて考えていただければありがたいと思っています。 
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（記者） 

新幹線について、新型コロナウイルスの影響で、国交省と県の間の話し合いが中断していて、6

月上旬に再開すると昨日知事が言われました。県はじっくり確認するというスタンスで、国はどうし

ても急ぎたいというスタンスに取れるのですが、これについて市長として、どう見守っていらっしゃる

のかお尋ねします。 

 

（市長） 

新幹線の問題ですが、これは結構時間がかかっていますので、長崎側からするとやきもきされ

ていると思います。 

ずっと遡っていくと、スタートは大体同じ考えだったはずです。それが途中からああいう形になっ

たわけですが、自分のところがもう工事が済んだからといって「フル規格で」ということにはならない

のではないでしょうか。「フル規格」を否定するものではないですが、「フル規格」を選ぶなら選ぶだ

けの順序があるのではないかと思います。 

特に佐賀は駅舎が今の所でいいのか、ルートの問題も出てきます。それから在来線をどうする

のかもあわせて確認をしないといけません。「フル規格」で新幹線をつくればそれで終わりというも

のではない。複雑なものが絡んでいるということだけは訴えていきたいと思います。 

 

（司会） 

ほかに御質問はないでしょうか。 

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

 


