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令和２年８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９月定例会の議案について 

日時：令和２年８月２５日（火）1３時３０分～1４時 30分 

場所：佐賀市役所 ２階 庁議室 

出席：秀島市長 

 

 

（司会） 

ただいまから、市議会9月定例会の議案等につきまして、市長記者会見を始めさせていただきます。 

 

まず最初に資料の確認をお願いいたします。 

お手元に本日の次第と補正予算案の概要のパワーポイントの資料２点を置いております。また、事

前レクの際に配布した資料が、案件一覧と補正予算案の概要の2点となっております。 

 

本日は、最初に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。そのあと市政一般

についての質問をお受けします。 

本日の記者会見は、後ほど佐賀市のホームページに動画を掲載しますので、マイクを使ってご発言

をお願いいたします。 

 

それでは、秀島市長お願いいたします。 

 

（市長） 

皆さんこんにちは。新型コロナウイルスですが、佐賀市では8月に入ってかなり深刻な事態を想定し

ましたが、今のところ落ちつきを取り戻しています。県を初め、医療関係従事者、そして飲食店をはじめ

とする皆さんたちのご協力等もありクラスター等の発生もありましたが、なんとか落ち着きを取り戻しつつ

あります。これもひとえに関係各位のご協力があってのことだと感謝を申し上げます。 

 

それでは、9月定例会に向けた議案等の説明をさせていただきます。 

まずは案件一覧で説明します。当初送付案件として33件、議案が29件、報告事項が4件です。内訳

は、第70号から79号までが決算関係で、第80号から87号は補正予算関係です。その中で第80号から

84号までは先議をお願いする補正予算です。あとは条例関係が1つと、決算剰余金の処分そして、契

約案件が1件と、財産取得関係が３件です。内容的には、私のほうから改めて説明するような条例議案

等はございませんので、補正予算を中心に説明をさせていただきます。 

 

今回は、新型コロナウイルスに伴いました地方創生臨時交付金の拡充により27億円近くいただける

ようで、それをもとに市民生活の支援や地域経済の活性化、感染症予防の対策、新たな日常の生活に

向けて対応を講じるものです。 

 

主なものは、プレミアム付商品券発行支援事業、赤ちゃん応援臨時特別給付金支給事業、それから、

学校関係でＧＩＧＡスクール等機器整備事業がコロナ関係です。通常のものとしては北川副小学校の

仮設校舎設置等が含まれております。 

トータルで補正総額が、23億1,000万円。補正後の額が1,305億円と、とても大きな額になりました。今

年は特別でコロナ関係が入っていますので、前年に比べますと3割近くの増になっています。 
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続きまして内訳です。追加事業として大きく４つの事業分野を定めています。まず、最初の「市民生

活支援」に関わるものとして1億3,800万円程度。２つ目の「地域経済対策」に対し、2億3,000万円程度、

「感染症予防対策」として4億9,000万円程度。そして、「新たな日常の推進」ということで、約15億9,000

万円。合計49事業、24億6,300万円を議会に諮ることになりました。 

 

片方では、イベント等の中止や事業が進められなかったものもありますので、減額補正するものも下

に記載しています。１億5,000万円近く減額します。 

 

続きまして、内容に入る前に基本的なことをお話します。今日も県のほうではコロナの対策本部会議

が開かれています。佐賀市も考え方は一緒で、「コロナを正しく恐れる」。日常活動は、それなりに続け

ていく。当分の間はコロナと一緒に生活していかなければならない状況だと思います。 

まだ特効薬やワクチンは開発されておりませんので、市民の皆さんにお願いしたいのが「3密を避け

る」ことです。暑さには十分注意をして、適切なマスクの着用をお願いしたい。また手洗いを忘れないで

やっていただきたい。 

それから、思いがけずに感染してしまった方に対する風評被害がないように、偏見等を持たないよう

に思いやりの気持ちをもっていただくことを市民の皆さんにお願いします。また、市の基本方針としても

市民の命と財産を守るために、できるだけ普通の生活が地域でも行えるように努力をしていきます。 

 

それでは、予算関係です。4月に出したコロナウイルス対策の第１弾が基金等を財源として15億円で

スタートしました。 

第2弾として、6月追加補正で3億円ほど積みまして18億1,000万円。そして今回、第3弾は26億4,000

万円上乗せして合計の44億5000万円。45億円近くのコロナ対策になっています。 

これまでは「市民生活の支援」、「地域経済対策」、「感染症予防対策」を重点的にやってきましたが、

今回は「新たな日常」の分野で事業を推進する予算をあげています。 

 

それではまず、「市民生活支援」の主なものを説明します。 

まず「赤ちゃん応援臨時特別給付金支給事業」、9,600万円ほどです。今年の4月27日現在に佐賀

市民であった方あるいは生活をされていた人には1人10万円という特別定額給付金が支給されました

が、翌日以降生まれた方には支給されないということで、「何とか市として考えて欲しい」という要望も出

ていました。佐賀市では、4月28日から令和３年３月３１日までに生まれる方に対し、１人5万円の給付金

を支給することで今回議会に提案します。これが9,600万円、1,900人分を見込んでいます。 

 

次が「就労継続支援事業所支援事業」です。障がい者の就労継続支援事業所等もコロナの影響を

受けております。県が1カ月間で50％以上収入等が減った事業所に対し支援するようになっています

が、県の対象にならない、月に20％～50％未満の範囲で収入減のあった就労継続支援事業者に対し

支援を考えています。35事業所、補助上限額が30万円ということで、1,050万円の予算を計上していま

す。 

 

次も「市民生活支援」です。市中学校新人体育大会を盛り上げるため、ウエブ配信等を行うための

補助経費です。金額は200万円程度です。 

 

次が「文化芸術活動支援事業」。文化芸術の分野にはあまり支援策が入ってなかったわけですが、

今回、生活するうえで心を豊かにしてくれる分野です。文化芸術の分野で、個人・団体がこれから公演

等を行う際の施設を利用されるときの利用料等を補助する事業です。これが2,700万円です。 
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次は、「地域経済対策」です。「プレミアム付商品券発行事業」。第1弾はあっという間に売り切れてし

まいました。条件は若干違いますが、第２弾を計画しています。 

第１弾の商品券で利用率が低かった飲食店関係にプレミアム率を少し高めたいと思います。一般の

店とプレミアム率を変え、30％と20％に分けて出す予定です。この経費が発行総額5億5,000万円。そ

して、プレミアム分の経費が１億4,800万円です。 

 

続いて「中小企業・小規模企業生産性向上推進支援事業」。デジタル技術等を利用し、できるだけ

感染リスクを減らすことを目的としています。これから先の時代を見据えた対応で、5,000万円弱の予算

を計上しています。 

 

続いてバス関係です。現在、公共交通機関はnimoca等を利用できます。コロナの感染対策とバス利

用者が増えることを願って550万円という予算を計上しました。 

 

続きましては、「感染症予防対策」で、避難者用の備蓄品の整備等に2,300万円、秋冬を迎えると季

節性のインフルエンザが心配されますが、流行がコロナウイルスと重ならないようにということで、今年は

特別にインフルエンザの予防接種に対する支援を行います。予防接種にかかる経費の一部を支援す

るため、1億6,000万円を予定しています。今までは、高齢者等に接種費用の助成を行っていましたが、

今回は生後6か月から中学生の子どもたちも対象とします。自己負担1,500円で、残りの分を補助の対

象にしたいと思います。 

それから、「感染症対策に係る備品等購入、経費の支援」ということで、小・中学校それぞれで、いろ

んなコロナに対する予防対策を行っています。そういったところに対し、6,300万円の備品購入等の整

備費を予定しています。 

農産物や加工品等の直売所に対するもの、図書館や東よか干潟ビジターセンターなど多くの人たち

が集まるようなところについてはサーマルカメラ等の導入等も必要です。その経費が1億円近くとなって

います。 

 

次は、「新たな日常」の推進ということで、「ＧＩＧＡスクール等機器整備事業」です。今、全国的に小・

中学校で1人1台のパソコン端末の設置が進んでいます。佐賀市も4年がかりで整備する予定でしたが、

コロナの関係もあり、早目に整備をしたいと思います。現在あるものに追加して、1万3,700台程度を導

入したいと思います。もちろん指導者用のパソコン等も必要です。1人1台、家庭でも使用できるように

整備することにしました。 

それから、佐賀市職員のテレワークシステムの構築等についての整備も1億円ほどの経費をかけて

行います。 

 

続いて、「新たな日常」の推進で、市役所の窓口関係です。キャッシュレス決済ができるように整備す

るということで、2,000万円程度。 

 

それから、「市民活動活性化支援事業」として、市民活動団体もリモート会議等ができるよう支援する

ために、合計300万円の予算を予定しています。 

 

以上が、新型コロナウイルスに対する予算です。 

その他の一般的な予算の補正が、来年5月の末に外国人による「日本語弁論大会」が佐賀で開催さ

れることになりましたので、今年度分の予算として121万円。 
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それから、「岡崎藤吉表彰碑移設復旧事業」です。神野公園に記念碑があったのですが、老朽化が

進み危険だということで倒しておりましたが、佐賀大学に移設することになりました。その経費が、355万

円。 

 

そのほか、本庄幼稚園と成章保育所を統合して、公立の認定こども園を整備するよう進めています。

そのための経費が3,300万円程度。 

 

それと、北川副小学校の教室が不足するようになりましたので、仮設校舎を整備する経費として

1,900万円。 

以上が、9月議会に提案する補正予算の内容です。 

 

最後に、トピックスです。まずは、東よか干潟ビジターセンター愛称「ひがさす」です。ラムサール条

約に湿地登録をしてから、ビジターセンターをつくろうと事業を進めていましたが、今年の秋に完成しま

す。干潟よか公園の西側に建物がお目見えしています。シギ・チドリが日本一集まる場所として野鳥を

見ることができるような施設です。10月20日にオープンします。これまでにいろんな方の支援がありまし

た。企業版のふるさと納税も活用させていただいています。今アルビータという、バイオマス関係で藻

類の事業をやっていただいている企業と関連のある会社で、シンシアからも3,000万ほどをご寄付いた

だきました。企業版のふるさと納税には、何社かこれから予定されてるところもあります。 

 

それから、２つめ。コロナで冷え込みがちな商店街等を盛り上げていこうということで、県もいろんな

施策をしていただいておりますが、それを活用しながら、唐人町にオープンテラス等を復活させたいと

いう企画もあります。 

中でも一番は、今年は秋のバルーンフェスタが中止となりましたが、それと時期をあわせて実施して

いるライトファンタジーです。ライトファンタジーの灯りを消すか、消さないか悩みましたが、実行しようと

いうことで、地元の人たちも頑張って準備をしていただいています。10月の29日木曜日から、来年の1

月11日まで、中央大通りに灯りがともります。 

以上で、私からの説明を終わります。 

 

 

（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ＮＨＫの池辺様にお願いいたします。 

 

（幹事社） 

コロナの対策は今回3回目になりますが、それでも市民の不安はぬぐえません。今回の補正予算を

通じて市民にどのようなメッセージを送りたいと思っていますか。 

 

（市長） 

全国的なコロナの流れ、そしてまた佐賀にも感染者が発生し、まもなく半年が過ぎます。これから急

速にいい方向に解決するとは言えないような状況です。全国的にはまだまだ収まってないところもあり、

差はありますが、いつ、大きなうねりとして第3波・第4波になるかわからない状況です。国を挙げてコロ

ナに対する取り組みをしていただいております。 

当分の間は、正しく恐れながらコロナとつきあっていかなければならないと思います。そのためには、
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感染予防と、経済の立て直しの両方を維持する必要があります。これは行政の問題です。それとあわ

せて市民の皆さんたちひとりひとりが注意をしていただきたい。当分の間は一緒になってコロナに対応

していかなければならないと思いますので、市民の皆さんのご協力をお願いします。 

行政でしなければならないことを今回の補正予算という形で出させていただきました。 

 

（幹事社） 

補正予算を通じて市民の不安を和らげることができそうでしょうか。 

 

（市長） 

収束させるための予算というよりは、予防対策として足りない部分を補うために予算を計上いたしまし

た。私からいちばんお願いしたいのは、まず3密防止、マスクの着用、手洗い・うがいを着実に毎日実

行することが大事だと思います。 

それともう一つ、福岡では感染者数が多い状態が長く続いていますので、注意をしながら行き来して

いただきたいと思います。以前のような状態ではないということを考えていただければと思います。 

 

（記者） 

先ほどの質問に関連です。コロナウイルス感染症対策の次なる対策で26.4億円、計上されています。

予算的には今回が最後でしょうか。それとも第4弾があるのでしょうか。 

 

（市長） 

プレミアム付商品券等で、市内の購買力を高めていく、経済の活性化につなげたいという狙いがあり

ます。コロナが収まってくれればいいわけですが、収まらない場合は次なるものが必要との声が上がる

かもわかりません。そのほかでも、新たな対応等が全国的に導入されるようなことになるかもわかりませ

んし、予防策として備品等も不足するような事態にならんとも限らない。将来のことはわかりませんが、

その都度で時期を見て、対応していかなければなりませんので、まだこれからもあるかもわからないの

で、その都度対応することになります。 

国のほうでも、まだ数値的なものは出ておりませんが、第3回目の地方財政への支援策というのが考

えられていますので、市民への支援策はこれからもあり得るかと思います。できれば、今年いっぱいぐ

らいでコロナが収束してくれたらなという願いはあります。 

 

（記者） 

「感染予防対策」の小児インフルエンザ予防接種経費ですが、他県の自治体などでは中学生までに

限定せず、全市民を対象に助成するところもありますが、子どもたちだけに限定したのはなぜですか。 

 

（市長） 

予算の関係もあります。全ての人に予防接種を受けてもらいのですが、それを全部行政が助成する

となると大変なものにもなります。予算の範囲内ということで、中学生までとしています。 

 

（記者） 

国の二次補正が9割弱ほどついているようですが、市の新型コロナ関連で財政への圧迫感というの

は感じていますか。 

 

（市長） 

コロナの状況で精神的なつらさは市民の皆さんも一緒ですが、市の財政的に対応をしなければなり
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ません。国からの交付金等を受けても、当然佐賀市もそれに上乗せして基金の取り崩し等を考えてや

っていかなければなりません。今のところ、15億円ほど基金の取り崩しでスタートしていますが、その部

分を国の交付金等で補っていただける部分もあります。これから先どうなるかわからないということで、

そういう意味では財政的にまだまだ覚悟しておかなければならないと思っています。同じ財政でも、歳

入では、国の交付金だけじゃなく、市税等の減収も考えておかなければなりません。今年度も徴収猶

予等での減収が関わってきますし、これは来年度以降にも企業等を含めて所得の伸び悩みや収入減

等で税収にも大きく響いてくると思います。そういう意味でのつらさもございます。そのほか、その他の

財源になってまいりますが、使用料等も難しい。また、指定管理者等も当然、開館するためには経費を

まかなう原資の一つに催し物の収入・入場料を当てにした部分がありますので、そういったものがかなり

落ち込んでいます。そういう部分を行政がカバーしていかなければなりません。歳出で目に見えない部

分での支出というのがかなり出てくるということで、来年度以降はかなり厳しい財政運営を強いられるこ

とになると思います。 

 

（幹事社） 

佐賀豪雨からまもなく１年になります。振り返って市長の言葉をお願いします。佐賀豪雨１年と、今後

の防災対策の課題をどういうふうにお考えでしょうか。 

 

（市長） 

佐賀は特に大雨に弱い所です。有明海は6メートルという干満の差があり、満潮のときには自然排水

がほとんど効きません。内部で調整をするか、ポンプで排水するかに頼らざるを得ません。そういう中に

あって、自然排水に比べたら先ほど申しましたような策は限られた小さなものですので、豪雨となると大

変なことになります。それも、有明海の潮の関係で大きな違いが出てきます。 

日本全国が大雨による災害の危機にさらされているというのが実態だと思いますが、去年の大雨は、

75年以上の私の人生の中で初めてに近い経験でした。あれに近いような大雨は昭和28年の水害があ

りました。その当時の堤防の強度からするともっと被害が大きいものだったかと思いますが、その後、

国・県それから地域をあげて水防対策等に取り組んでいただきました。しかし、それを上回る勢いで気

候や自然環境が変わっているのかもしれません。 

佐賀市では先人たちの苦労でいろんなことをしていただきました。まずは、蒲田津や八田江、新川

にポンプをつける、あるいは巨勢川に調整池をつくると、それから嘉瀬川ダムをつくる。ダムやポンプ場、

調整地等でしのいできたわけですが、それをはるかに上回る勢いで集中的に大雨が降り、対応が非常

に難しい状況になっていると感じておりますし、そのことを住民の皆さんたちにも訴えています。 

ふだんは農業用水の供給河川を、一転して排水河川として使わなければならないところもあります。

そういう意味では、河川等を最大限に生かしながらやっていますが、管理のあり方も従来どおりではな

く、激甚的な災害を引き起こすような降り方・流れ方をすることがあるということを踏まえて、もう一度樋門

等の操作を含め対応の仕方を考えなければならないと、担当部署では県や地域の人たちと協議を続

けています。 

ただ、それもわずかしか残ってないということです。今年6月の水害では「去年の二の舞か・・」と思い

ましたが、幸いにして雨の降り方が味方をしてくれて大きな災害にまではなりませんでした。それと潮の

時間帯が少しよかったということで、去年ほどまでにはならなかったわけです。しかし、佐賀市にあって

は、いつ昨年規模の災害が来るかもわかりません。いつでもありうるという気持ちで対応をしていきます。

今ある施設等を最大限に生かし、問題を解消できるようなハード面での対策が必要になってきます。 

住民の皆さんたちにも「災害はいつおこるかわからない」ことを十分周知をして、そういう事態がおき

た時には自分はどこに避難すればいいのか。自分のうちでいいのか、近所の高台が必要なのか、それ

とも少し離れた市指定の避難所に行くべきなのか。それを日ごろから考えていて欲しいと思います。 
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役所では10万を超える個々の世帯に指示できませんので、避難の遅れ等がないように市からの指

示に合わせて各自が対応していただく機運を作っていかなければならないと思います。 

また、1回水に浸かったら復旧までに相当大変です。そういう意味では、「浸水は引き起こさない」と

いう強い思いで、我々は対応していきたいと思います。 

 

（記者） 

政府が進めていた観光支援策「GO TOトラベル」実施から1カ月ぐらいたち、市長自身はどのように

評価されていますか。 

 

（市長） 

国が進める前に佐賀市独自で出したんですが、すぐ売り切れてしまいました。追加を出しましたがこ

れもまたすぐに完売しました。それぐらい評判がよかったです。そういう意味では「GO TOトラベル」は

プレミアム率が高いものがありましたので、魅力ある商品だと思っています。ただ、時期がちょっと難し

かったという印象です。感染の第２波の始まった時期に当てはまってしまったという感じです。「ちょっと

困ったな」というのが率直な感想です。 

しかし始まる前に方針が出されておりましたのでやむを得ないとしても、それを少し前倒しでされたこ

とで事務的にはわかりにくいものになってしまったようですが、やはり時期が悪かったという印象です。

ただ、スムーズにいっていれば国民の気持ちもかなり和らいだものになったのではないでしょうか。 

 

（記者） 

GO TOトラベルの効果は非常に限定的だったととらえていらっしゃいますか。官房長官は「実施しな

ければ大変なことになっていた」ともおっしゃっていましたが、市長ご自身はどう思われますか。 

 

（市長） 

「大変なこと」というのはどういう意味で言われたかわかりませんが、それなりに効果が出てるとは思い

ます。 

 

（記者） 

オスプレイの佐賀空港配備計画について、８月中旬に空港周辺の自治会長さんたちが県に説明の

場を設けて欲しいという要望を出されています。こうした動きについて市長はどのような見解をお持ちで

すか。 

 

（市長） 

オスプレイの問題、川副や諸富の自治会代表の皆さんたちが、県に要望書を出して「説明会を」と言

われたのは私も承知しています。そのことは当然、地域住民のまとめ役である自治会長さんたちがされ

ることは理解できます。 

しかしその前に、協定書の中で「自衛隊とは共用しない」とある部分をどうするのか判断しないと、説

明会を開いても条件闘争になってしまって焦点がぼけてしまうと思います。「自衛隊とは共用しない」と

いう約束があるので、それが動かないことには説明会を開くということにはならないだろうと思います。 

私はそういう持論を持っています。そのことをきちんと整理しないうちは説明会にならない。そして仮

に、「共用しないという言葉を外してもいい」ということになれば、そこで初めて「それではどうするのか」と

いうことになると思います。 
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（記者） 

協定書に書かれている「共用しない」という部分がなくなった場合、そのままスルスルといくのではな

いかと、市民の中にも不安はあると思います。その不安を市長はどうしようと思われていますか。 

 

（市長） 

議会でも心配してそのことを指摘されました。住民の皆さんたちは特にそうでしょう。このままいくと、

漁協がひょっとしてあの1項を外すことに同意したら、すぐオスプレイ等、自衛隊の利用を認めたことに

なるのではないかと心配される。それも十分私は理解できます。 

しかし私は立会人という立場から、仮にあの1項が外されるということになって初めて、説明会の開催

になると思います。ただ知事は、その前に「協力してください」と、ちょっと踏み込んでいます。「あの1項

を外してください」ではなくて。正式にどうおっしゃったかわかりませんが「防衛省の案に協力してくださ

い」という言い方にとれるような新聞報道だったかと思います。 

 

（記者） 

「まずは協定の整理が先」と市長は常々おっしゃられていますので、市民が求める説明会の場は現

時点では順序が違うということですか。 

 

（市長） 

地元の皆さんたちが心配されるのはわかります。私は特に立会人ですので、あの協定が生きてる間

は、「自衛隊と共用させてください」というのは順序が違うと思います。（共用したい）気持ちを込めて、

「あの１項を外してください」ということならまだしも、説明会のほうが先だとはならない。 

「あの一文がはずれたらもうＯＫだ、さあ先に行け」ということではない。そこを防衛省も勘違いをしな

いでいてほしいと思います。県も、当然そういうふうに思ってほしい。そこから、土俵にあがることになり

ます。 

 

（記者） 

市長の政治姿勢についてお伺いします。来年、10月22日で市長の任期は終ります。気が早いかもし

れませんが、コロナで市民が苦しむ中で次のリーダーの姿が見え、市の将来像を語るべきだと私は思

います。ポスト秀島市長に、市長ご自身があり得るのかどうかお尋ねします。 

 

（市長） 

それは早いですね。お答えできません。 

 

（記者） 

次、出られることもありうるのか。 

 

（市長） 

あるかないかも含めて、お答えできません。 

 

（記者） 

オスプレイの関係ですが、「あの１項が外れたらすぐ先に進むわけではなく、防衛省も県もしっかりと

わかっていて欲しい。そこから土俵に上がる」というのは市長の持論だと思いますが、その心を解説して

ください。 
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（市長） 

通常、ああいう話があると条件的なことが話題になると思います。そういったものが説明会等を通じて、

詰まっていくものと理解していますが、佐賀空港の場合は、当時の地元の漁業関係者が首長も立会人

になって、「自衛隊等とは共用しない」という文言を入れていることを整理すべきではないでしょうか。そ

れが生きたまま、「（オスプレイは）危ない」とか、「経済が活性化する」などといくら話しても無駄ではな

いかと思います。まずあの１項がいきている間はそれをどうするかを考えなければなりません。 

そうしないと漁業者に対しても失礼じゃないかなと思います。今から30年近く前の話になります。その

当時の関係者はまだ生きておられます。県の関係者の中にもおられます。地元の漁協関係者の中にも、

知っている方がおられます。約束事は何かということ。約束事を傍らにおいて、先の話をすべきではな

いと私は思います。 

 

（記者） 

昨日は、山口知事が２年前にオスプレイの受け入れを表明した日です。そこから２年という節目。改

めて市長のオスプレイに対する思いを聞かせてください。 

 

（市長） 

私の考え方は先ほど申しましたようなものです。知事もそれなりに考えての発言だと思いますが、で

きれば、30年前の協定締結時点での雰囲気、思いをもう1回聞いていただき、読み直していただけれ

ばという願いです。 

 

（司会） 

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。 

 


