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令和２年６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 追加補正予算（案）の概要について 

日時：令和２年６月１５日（月）1６～1６時５０分 

場所：佐賀市役所 ２階 庁議室 

出席：秀島市長 

 

 

（司会） 

市議会6月定例会の追加議案についての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、本日の次第と、新型コロナウイルス感

染症に係る追加支援事業についてのパワーポイント資料、２点を置いています。また、事

前レクの際に配布した資料が、追加補正予算（案）の概要となっております。 

本日は最初に追加議案についての説明を行い、それに対する質問をお受けします。そ

のあとに市政一般についての質問をお受けします。 

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をしており

ますので、マイクを使ってご発言をお願いいたします。 

それでは秀島市長よろしくお願いいたします。 

 

（市長） 

追加支援事業の主な内容です。第2弾は、第1弾でついていなかったものを重点的に

拾い上げてまとめ上げました。市民生活に密接に関わるのが約4億円近く、それから感染

症予防対策ですが、第2波・第3波も考えておかなければなりませんので備蓄品等の整備

等に5,800万円です。それから、地域経済対策では農業や林業への支援を含め、1億

8,000万円程度。合計6億3,700万円です。 

 

次に、主な内容です。第1弾では市単独で15億円ほど投入しました。それが4月24日に

専決処分をしていただいた分です。今度の補正で出す第2弾が、約3億1,000万円です。

このほか、国等の事業に沿って行う事業が3億2,000万円ほどです。 

 

市民生活の対策として、「緊急雇用対策事業」約3,100万円です。 

会計年度任用職員を20名ほど採用します。コロナウイルス感染症の影響で失業等され

た方もいらっしゃいますので、そういう力を役所に貸していただきたいと思います。役所で

もコロナウイルス感染症対策として経済部や定額給付金業務、その他いろんな部署で職

員が忙しくしておりますので、補助的な役割を担っていただく方が必要です。そういう部署

にお願いをしたいと思います。 

 

2番目の就学援助受給世帯への支援が約3,100万円です。 

これは、学校が休業となった際に市民の皆さんから要請がありました。子どもが自宅で

過ごす際の昼食です。通常学校に行っていれば、就学援助を受けている人は昼食代は
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助成されますが、「自宅で過ごすと昼食代の負担が増すので何とか対応できないか」とい

う意見も出ておりました。 

そういうことを踏まえ、就学援助受給世帯に対して、児童生徒1人あたり1万円ずつ支給

します。対象者は3,100人ぐらいです。 

 

続けて「市民活動活性化支援事業」で約300万円。 

自粛等で市民活動等ができておりません。また市民活動団体等が存続の憂き目を見て

おられます。「自粛」が「萎縮」に変わって解散になったら困るという皆さんたちのために手

当てをすべきではないかということです。市民活動団体に対し、会場の借上料等を市が負

担するということで約300万円を組んでいます。 

 

次が「自殺予防普及啓発事業」。コロナウイルス感染症のために、夫婦仲が悪くなった

り子どもや高齢者への虐待等、いろいろな家庭的な悩みが出ています。そういう中で、「コ

ロナ鬱」といわれる心身の健康不安が懸念されます。家庭的な悩み、病気的な悩みなど

を一人で抱え込まず、話だけでもしていただくと心が安らぎますので、普及啓発を行いま

す。それに300万円ほど計上しています。 

 

「ひとり親世帯臨時特別給付金支給事業」、3億2,740万円です。 

これは国の制度に係る分です。ひとり親家庭で大変なご苦労をしながらコロナウイルス

感染症を乗り切っていただいているわけですが、生活するにも大変だということで、国が制

度的に設けたものです。１世帯5万円、そして第2子以降は3万円。対象者によって収入が

大きく減少した場合は5万円の加算という制度もあります。 

 

次は感染症予防対策です。 

第2波・第3波を想定して、次なる準備も整えていかなければなりません。特に、防護

服、マスク等、新たに備蓄する経費として約4,800万円です。 

 

それから、一般廃棄物の処理業務に携わっておられる民間の人たちへの支援。この業

務は社会生活上、途絶えさせることができない。大切な業務を担って頑張っていただいて

います。そういう事業所のために約650万円を組みまして、マスクや消毒液等の必需品を

補充していただきます。 

 

それから文化会館と東与賀文化ホールにサーマルカメラを3台設置する予定で、この経

費が約260万円です。 

 

続きまして、地域の経済対策第2弾です。 

まずは「佐賀牛等肥育素牛導入緊急対策事業」です。農家の戸数は少ないですが、肉

の価格が落ちたということで、１頭あたり2万円、50頭分で100万円を計上しています。 
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それから、「園芸生産次期作支援緊急対策事業」。花を栽培している農家の皆さんへの

支援として約4,300万円の緊急支援を行います。 

 

それから、林業にも影響が出ております。材木の値段がかなり下がっています。材木を

出すにも非常に苦労する状況になっています。そこで、１㎥あたり1,500円、9,000㎥分と、

林業経営体に対する整備事業の発注量を拡大する支援を10ヘクタール分を追加して、

1,400万円程度を組んでおり、合計で2,800万円計上しています。 

 

続きまして、「新たなまちづくりチャレンジ支援事業」です。 

商業者グループ等による新たなまちづくり等でコロナ禍をきっかけに始まったいろんな

取り組みを支援します。国・県と一緒に市も取り組み、350万円を計上しました。 

 

それから「宿泊支援事業」。第1弾の中で宿泊支援事業に取り組みましたが、評判がよく

て、1週間ほどでいっぱいになりました。 

第2弾として、国の「GO TO キャンペーン」を充てられないかと考えましたが、国の事

業がまだ間に合いそうになく、佐賀市で実施した第1弾の分ではあとが続きませんので、

第2弾として7月に募集する資金として、2,000万円を計上します。 

旅館等の宿泊施設のプランに市民が申し込んでいただき、先着ですが2,000万円を充

てます。 

 

続きまして「SAGAつながるタクシー構築事業」に約2400万円。 

駅前のコムボックスに観光案内所ができます。「SAGAMADO」ですね。少人数のグル

ープを対象としたタクシー観光コースの創設などを想定しています。 

タクシー業界はコロナウイルス感染症の影響をかなり受けています。少しでも支援にな

ればということで2,400万円程度計上しました。 

 

続きまして、「佐賀観光リカバリー事業」。国の施策「GO TO キャンペーン」が近々、

制度ができ上がると思いますが、そのときは全国一斉に競争になってきます。佐賀もその

競争から遅れることのないように、広報、ＰＲ経費として1,000万円を予定しました。 

 

続きまして、「富士地域振興センター合宿者分宿支援事業」に400万円程度を上げてお

ります。富士には佐賀古湯キャンプができました。サッカーの日本代表 小林祐希選手に

合宿していただき、杮落としができました。この佐賀古湯キャンプの利用者と一緒にこられ

る大人の方が古湯の温泉旅館等に泊まっていただくと、佐賀古湯キャンプの利用者の宿

泊料金を一部支援する経費として420万円です。 

そして最後に、「プロスポーツチーム連携地活性化事業」です。県も、プロスポーツ関係

での支援事業を打ち出しました。ねらいは、単にプロチームを応援するということではな

く、市民の皆さんたちに、応援することで「感動」を味わっていただく。今まで自粛等で家

にこもりがちで、なかなか「感動」や「笑い」、「心を一つにして応援する」という機会が減り
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ました。幸い佐賀県にはサガン鳥栖、久光製薬スプリングス、佐賀市をホームタウンとする

佐賀バルーナーズがあります。そういったプロチームを応援することによって、心を一つに

して、応援するきっかけづくりとなる経費に、合わせて約4,700万円の予算を計上しまし

た。 

 

いずれにしましても、前向きに、元気を出して、応援していこうという願いを込めた予算

です。 

 

（司会） 

それでは質疑応答に入ります。まず、追加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。それでは、この

後の進行は幹事社である、読売新聞の岡本様にお願いいたします。 

 

（幹事社） 

まず初めに、今回の追加支援事業について意気込みをお願いします。 

 

（市長） 

まだ安心はできませんが、コロナウイルスによる自粛で、家の中にこもった状況をお願

いしてきました。また外に出るときも３密対策で人との距離を保つなど注意事項がたくさん

あり、のびのびとする時間がありませんでした。これからも十分注意しながら生活する必要

があります。そういう中で、胸を張って、喜びは喜びとして味わえるような社会を1日でも早

く取り戻したいという思いを念頭に置いた補正予算です。 

 

（幹事社） 

地域経済対策第2弾の「プロスポーツチーム連携地域活性化事業」のそれぞれのチー

ムにどのぐらいの予算を割り振る予定なのか教えてください。 

 

（市長） 

チームそのものに直接お金を渡すことはありません。講習会等の経費は市で計上しま

すが、チームの支援金としてお金を出すというものではないです。 

 

（地域振興部長） 

大きく分けると３つの事業に取り組みたいと思っています。まずプロスポーツチーム３つ

のチームを上げていますが、ほかにもご賛同いただけるところがあればお願いしようと思っ

ていますが、プロスポーツチームとイベントやトレーニングキャンプを実施したいと考えて

います。これが約1,700万円の事業です。 

それから佐賀バルーナーズと連携したスポーツ教室の開催。佐賀バルーナーズでは小

中学生向けにクリニックも実施されていますので、「子どもたちを元気にする」ということで、

就学前・小中学生を対象に考えています。これが約300万円です。 
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佐賀バルーナーズが今年度からＢ２リーグに上ります。10月ごろからリーグ戦が始まると

思います。半分がホームゲームですが、うち4試合は唐津市で行われますので、佐賀市内

での開催は26試合になる予定です。その試合の自由席、なぜ自由席にしたかというと、自

由席が最も値段が安く、子どもたちが観戦しやすい値段だということ、親子で観戦できる

席であり席数もいちばん多いということで、そこに対して半額助成をするために約2,700万

円を見ております。 

 

コロナウイルス感染症で市民の皆さんの心やまちが疲弊していたり、元気がなくなって

いますので、少しでも皆さんを元気にして、まちのにぎわいづくりにもつながればということ

で挙げています。地方創生の臨時交付金がございましたので、それを使って「スポーツ」と

いうコンテンツでやっていきたいと思っています。 

 

（幹事社） 

ホームゲーム２６試合はいつから始まる予定ですか。 

 

（地域振興部長） 

10月からの予定と聞いています。 

 

（記者） 

17事業6億3,700万円という説明をいただきました。市長の中で、追加支援事業のどの

部分が主なものだというものを教えてください。 

 

（市長） 

今までどちらかというと、第一次産業の農業・林業は国の制度や共済等があり、そういっ

た動きや県の動きを見ながら、そのような事業では手の届かない所に市が支援をしてきま

した。少し時期がずれましたが、国、県等の詳しい内容が出てきましたので、農林業への

支援の第1弾がこのような内容になったということが大きいと思います。 

 

あと、特に「宿泊支援事業」の2,000万円です。あっという間に満杯状況になりました。こ

れで終わりというわけではなく、国の「GO TO キャンペーン」も事情があり今のところ進ん

でいない状況ですが、そういったものをにらみながら次なる手を打っておきたいと思い取り

組みました。全体的に支援に必要なものを出しております。 

 

（記者） 

飲食店、小売店を含めいろんなところで売り上げが減っているという話で、半年後には

倒産や失業が予想されますが、そうした部分のケアは今後考えていかれますか。 
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（市長） 

そういう心配は当然出てくると思います。それは全国共通する課題となってくると思いま

す。そういうときに、佐賀市だけでどうこうするのではなく、国や県の動向を見ながら、次な

る手を考えていかなければなりません。 

もちろん、市の財政は大丈夫かというとそうではありません。こちらも黄色の点滅が出始

めているような段階ですので、こちらのほうも考えていかなければならず、大判振る舞いは

できません。 

しかし、最小限必要なものは出して、まずは地域の活性化を図っていく。経済の円滑な

建て直しをしていかなければならない時期ですので、このような内容になっています。決し

て大判振る舞いのできる財政状況ではないということは、現実の問題として我々に重くの

しかかっています。 

 

（記者） 

佐賀バルーナーズのチケットの半額補助です。コロナウイルス関連の第2弾の経済対

策の一環ということで、市民の活力を取り戻すことは大変いいことだと思いますが、「明日

の生活も不安だ」という人たちのための事業の中ではスポーツ事業はちょっと異色で、事

業費も比較的高い。 

今回の段階で必要だと判断された、急いだ理由は何でしょうか。 

 

（市長） 

第2弾の経済対策には、就学援助受給世帯やひとり親家庭などへの支援等を入れてい

ます。 

一般家庭には、特別定額給付金の10万円の申請が9割程度進んでいます。そういうお

金が入って、飲食や小売りなど地域経済にお金を使っていただくことによって、経済が動

き出します。 

ただ経済が動き出すだけでいいかというとそうではなく、やっぱり心的なもの、「ワクワク

感」等を感じることで日々の生活に充実感を感じられる。そういう意味で、スポーツや文

化、芸術などを楽しむことが必要です。 

まだ縛りが厳しい状況があり、将来的にはそういった部分への支援もしていかなければ

ならないかもしれませんが、スポーツは間もなくサッカー等も開幕して、いつかは観客が入

れる状況になるということです。 

「また9月議会があるじゃないか」と言われるかもしれませんが、準備期間も必要ですか

ら、10月開幕予定のものは先に手だてをさせていただいて、市民の皆さんたちに期待感

を持っていただければということで出しています。 

 

（記者） 

音楽や映画等の分野もプレーヤーが同様に苦しい状況にありますが、なぜスポーツだ

けこの段階で支援するのでしょうか。今後ほかの文化振興支援の方針はありますか。 
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（市長） 

まずできるところからやっていこうということです。文化芸術関係の催し物やイベントはま

だ開催できる状況にありませんので、それに対しては国や県の動きを見ながらやらせてい

ただくということで、次の段階に委ねることになります。 

 

（記者） 

将来的にまたイベントが再開されたら、そちらへの支援も考えていかれるわけですか。 

 

（市長） 

次なる段階では当然、考えていかなければならないことだと思っています。 

 

（記者） 

「佐賀観光リカバリー事業」について、広告ＰＲ経費とおっしゃいましたが具体的に何か

決まっていることがあれば教えていただけますか。 

 

（経済部長） 

この事業で、「GO TO キャンペーン」等で、福岡都市圏・首都圏から誘致するため広

報ＰＲを実施したいと思います。それから、国のキャンペーンに参加する旅行社に情報提

供しながらＰＲをしていくということが一つです。 

また、今後国民スポーツ大会等が予定されており、佐賀市に「SAGAサンライズパーク」

が完成しますが、新たな観光資源として、そこを拠点とするプロスポーツをとらえ活用した

いと思っています。  

今度コムボックスに「SAGAMADO」（観光協会）が入りますので、そこを中心に佐賀の観

光のリカバリーを外向けにやっていく準備をしていきたいと思います。 

 

（記者） 

県内にはサガン鳥栖、久光製薬スプリングス、佐賀バルーナーズの３つがありますけれ

ども、佐賀バルーナーズに割と手厚く支援をするのは、佐賀市を本拠地とするからなの

か、理由がありますか。 

 

（市長） 

ご存じのように、佐賀バルーナーズがＢ２リーグに昇格しました。試合の状況を見ると、Ｂ

２リーグに参加するチームの割には観客が少ないということで、それも狙いとしてはありま

す。 

ただ、市民の皆さんが一体となって応援する時の「ワクワク感」」や「感動」の体験をして

いただけることで追加補正予算の目的が達せられるのではないかと思います。市民にも

「ワクワク感」を味わってもらう、そのひとつの場として捉えています。 

 

 



8 

 

（記者） 

佐賀バルーナーズに手厚くされたのは、佐賀市が本拠地だからですか？ 

 

（市長） 

 そうですね。これまでも応援はしておりました。久光製薬さんは、バルーン大会関係でも

かなり佐賀市のためにご協力いただいておりますので、こちらもご協力したいと思います。 

 

（記者） 

プロスポーツは無観客試合が続くため資金難も継続して続くと思います。今回のこの支

援は単発なのか、それとも別の形の支援もお考えなのか。 

 

（市長） 

 今年度はこの支援だけを予定しています。毎年これだけの支援ができるかというとそうで

はありません。今年はコロナウイルスの影響で、市民の気分も落ち込みがちになったことも

ありますから。 

 

（記者） 

プロスポーツチームへの支援について関連ですが、第2波・第3波の可能性がいろいろ

出ている中で、人が集まる事業に対する援助を行うということですが、当然何かしら感染予

防策は考えられていらっしゃると思いますが、どういったことを行われるのですか。 

 

（市長） 

イベントで人が集まる際の予防策はガイドライン的に示されるはずです。そういったもの

をきちんとしてもらうことが前提になります。それを佐賀市から細かくいうのではなく、主催

者側の常識の範疇になると思います。 

 

（記者） 

肉用牛の肥育農家に補助経費を出されますが、佐賀市内に何戸ぐらいありますか。 

 

（農林水産部長） 

肥育農家は２軒です。肥育農家にヒヤリングを行って、今後3月から9月までに肥育牛を

出す数を伺いました。50頭ということでしたので、１頭あたり2万円の50頭分で100万円と試

算しています。 

 

（記者） 

プロスポーツ関連ですが、市民の皆さんは感染を警戒してなかなか外に出ることに抵

抗があると思います。バスケットボールは室内競技なので「果たして出かけるだろうか」とい

う心配もあります。試合を見に行くＰＲなど、市民が出かける推進策は考えられています

か。 
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（市長） 

ある程度、時期を見てみないとわかりません。第２波、第３波は当分の間来ないだろうと

いう前提のもとでやっています。何も策を立てていないと、観戦できる時には、今度は準備

期間等が足りないことになりますので、ある程度前もって想定しながら準備をするということ

です。 

当然、大きな波が来たらこの予算はほとんど執行できないことになるかもしれませんが、

そうならないことを願っての予算です。 

 

（記者） 

施設花き農家に対する支援ですが、市内に何戸ぐらいあって、補助経費の積算根拠を

教えてください。 

 

（農林水産部長） 

施設花き農家は79戸です。それぞれの花で単価を設定していますが、県で算定された

金額と同額を上乗せで補助します。 

県で算定された金額は、バラ・ユリ・カーネーションは10アールあたり10万円。市も同額

の10万円を補助しますから、あわせて20万円の補助となります。 

コチョウランは、10アールあたり県・市それぞれ40万、合計の80万円です。 

その他の花きは県・市それぞれ5万円で、１０アールあたり10万円の支援を行います。 

国が先週の金曜日に第2次予算で決定され、花きについては次期作支援ということで、

約80万円という金額が出ています。そのため、県も単価について少し流動的に動くような

ことも言われていますので、市も県の単価が変われば、金額は同額としていますので流動

的に動く可能性があります。 

 

（記者） 

佐賀バルーナーズの半額補助も積算根拠を教えてください。 

 

（地域振興部長） 

今度佐賀バルーナーズがＢ２リーグに上がるということで、佐賀バルーナーズとＢリーグ

で調整されており、まだ確定という段階ではありませんので、ここでの答弁は控えさせてい

ただきます。 

 

（幹事社） 

市政一般について幹事社から質問させていただきます。職員の逮捕がありましたが、こ

の方は以前も道交法違反及び酒気帯びで逮捕されています。 

同じ方が同じ容疑で逮捕されたことに対して受け止めを。 
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（市長） 

ものすごく腹が立ってしょうがないという感じです。 

コロナウイルス対策で市民も非常に疲弊している中、なんとか支えていこうと市の職員も

一丸となって頑張っている。職員だけじゃなく、市民の各種団体等の人たちもそういう気

持ちで頑張っているときに、「なぜ水を差すようなことをするのか」と腹立たしさが消えませ

ん。 

しかし、起こしてしまったことはもう消えないわけです。詳しいことはこちらのほうに入って

いません。内容をきちんと聞き取りをして、しかるべき処置をしたいと思います。いずれに

しても、私だけじゃなく職員みんなが怒っている。そういう気持ちです。 

 

（幹事社） 

2014年の逮捕の際の処分が「降格」と「6カ月の停職」だったと思いますが、当時の処分

について今思われていることと、今後どういった対策をとられるのかお伺いします。 

 

（市長） 

当時の処分は、事実に基づき、一般的な処分の大きさなどを照らし合わせ、特殊な事

情もあったようですので弁護士等とも相談をし、処分をしました。 

私が単独で決めたわけでなく、委員会で審議し、弁護士等の意見も聞きながら決めた

ことです。甘かったのではという意見があるかもしれませんが、当時の処分の重さについ

ては、十分検討して、適切な処分だったと思っています。 

 

（幹事社） 

今後の対策は？ 

 

（市長） 

毎回、庁議の際には飲酒運転について注意しています。「注意されたから、注意する」

ということでは困ります。職員としてどうすべきなのかということ。ほかの職員はわかっている

と思いますが、乱す者がいたということは非常に残念で、市民の皆さんにも申し訳なく思っ

ています。再度起きないように、職員に改めて自覚を促したいと思っています。 

 

○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。本日はありがとうござ

いました。 


