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令和２年１１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１１月定例会の議案について 

日時：令和２年１１月２０日（金）1３時３０分～1４時１５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 11 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。 

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

ント資料の 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。よろしいでしょうか。 

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。 

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、御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。 

本日は、シールドがありますので、マスクを外させていただきます。 

 

（市長） 

改めまして皆さまこんにちは。ご苦労様でございます。 

それでは、今月の 27 日に開会が予定されています、佐賀市 11 月議会に提案します議案等の説明を

させていただきます。まずはこちらの資料（案件一覧）でいきます。 

当初送付する議案として案件が 33件で、議案として 31件、そして報告事項が 2件となっています。 

議案の中で、第 110号議案から 115号議案までが補正予算でございます。 

116 号議案、これは佐野常民と三重津海軍所跡の歴史館条例ということで、今あります佐野常民記念

館に、三重津海軍所跡の歴史資料館を統合させる予定でございますので、その分に必要な条例を制定

するものでございます。 

それから 117号議案は、人事院勧告に伴う減額措置でございますが、期末手当の 0.05カ月分の減の

分です。 

それから、121 号議案 教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例等の一部を改正する条例。

これは今まで市の教育委員会で設置管理等の職務権限を担っていただいておりましたが、昨今の公民

館の活用状況等を見まして、市長部局のほうに移管をするというものでございます。 

それから、123号議案から次のページの 137号議案までは、指定管理者の指定の案件でございます。 

あとは、財産の取得について 139号議案と 140号議案、２つの議案として提案しています。 

パソコン関係でございます。議案としては以上でございます。 

 

続いて、補正予算の概要について説明をさせていただきます。前（ディスプレイ）のパワーポイントを利

用させていただきます。今回の補正の主なものです。 
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7 月の災害に関して復旧経費を補正するもの、それからまた新型コロナウイルス感染症対策として、臨

時交付金の活用です。これによって、地域経済の活性化、感染症予防策、それからまた新たな日常の推

進への対応のための必要な事業、そういった分野で補正を措置させていただいております。 

 

主なものは、「公共交通運行維持特別支援事業」ということで、交通対策経費を載せております。 

それからまた変わったところでは、「公民館予約システムの導入」ということで出ているところであります。

もう少し詳しく申しますと、予算額は補正総額が 8億 9,600万円、9億円近くになります。 

補正後の額が 1,314億円になるわけであります。 

 

内訳に入りますが、「豪雨災害復旧関係」で 3億 5,900万円、3億 6,000万円近くでございます。 

それから、「新型コロナウイルス感染症」にかかわる追加事業費といたしまして、地域経済対策に 1 億

8,000万円、感染症予防対策として 5,400万円、新たな日常の推進として 6,100万円ということで、合計 2

億 9,700万円という数字になります。 

 

もう少し詳しく申しますと、「豪雨災害復旧経費」でございますが、3億 5,900万円の内訳でございます。 

農地の法面、水路等の復旧工事費が 2億 5,000万円近くになります。林地崩壊対策として 257万円、ま

た市道関係で 2,000万円近く、河川護岸崩壊復旧として 7,700万円です。急傾斜地関係で 1,000万円、

こういう数字になっているところであります。 

 

それから、「新型コロナウイルスの感染症対策」といたしまして、これまでの部分を少し振り返ってみます

と、4 月に行いました、これは専決で行っていますが、第 1 弾が 15億円、第 2 弾が 6月補正で追加して

おりますが、ここに 3億 1,000万円ほど乗せまして、合わせて 18億円です。続いて第 3弾、これは、先の

議会になりますが、一部専決が入っております。あわせて 26億 4,000万円。ここまでいきますと累計額が

44億 5,000万円という金額になります。 

今回が第 4弾になりまして、3億円近くを乗せまして、累計でコロナ関係に投入する予算というのは、47

億 5,000万円近くになるということでございます。 

 

それでは、地域経済対策の内容を少し触れさせていただきたいと思います。金額的には 1億 8,000万

円でございます。 

 

今までこちらのほうにはタッチしていなかったのですが、3 月から特に影響が強く出ております、市内の

市民の足を守るバス、タクシーです。収入がかなり落ち込んで経営にも支障をきたすほどになっておりま

した。ある程度まとめまして、こちらのほうで支援をするというものでございます。 

まずは、市内路線バス事業者支援ということで、メインは市営バスでございますが、あと市内を走ってい

るバスといたしまして、昭和バス、西鉄バス、祐徳バスがございますが、あわせて 1 億 4,760 万円という数

字であります。内訳になりますが、市営バスに 1億 2,900万円、昭和バスに 880万円、それから西鉄バス

に 460万円、祐徳バスに 520万円ほどでございます。 

それから、同じく市民の足を守るということで頑張っていただいておりました市内のタクシー。これは法



3 

 

人と個人と両方ありますが、合わせて 3,300万円。法人で運営をされている事業者に 2,350万円、個人タ

クシーで運営をされている 47社に対しまして 940万円という支援をするものでございます。 

 

次は、「新たな日常」というキャッチフレーズが出ておりますが、この部分での推進事業といたしまして、

「商工ビルの大会議室にオンライン会議システム」の機能を整備する経費が552万円。 

それから「バイオプラスチック製ボランティア袋製作経費」は、額は小そうございますが、「新たな日常」

の取り組みとして82万円。 

そして、公民館の予約がオンライン化されてないということで、オンライン化するために986万円、約1千

万円投入をいたします。 

以上が、今議会に提案します補正予算の中身の大まかな内訳でございます。 

 

あと、トピックス。次の連休の最終日、１１月23日に行います「スポテン」ですね。「スポテン佐賀」、この

宣伝をしたいと思います。 

家の中に閉じこもり、なかなかスポーツを含めて、外で楽しむ機会が少なかったわけです。イベント的

にも少なかったわけですが、感染症対策に十分注意をしながら、スポーツのストリートを設けるということ

でございます。 

これには、佐賀バルーナーズやサガン鳥栖それから久光スプリングス等、プロのスポーツチームの皆さ

んたちにお手伝いをしていただきます。 

 

それから次に「佐賀バルーナーズ」の試合です。今年はＢ２に昇格いたしまして、今のところ非常に調

子が良いというところであります。明日もまた試合がございますが、これ（12月9日）は佐賀市プロモーショ

ン大使のはなわさんがおいでになります。12月9日夜の試合です。皆さんたちも良ければ観戦、あるいは

宣伝をしていただければと思っています。 

 

以上で、私からの今議会に対する説明は終わらせていただきます。 

 

（司会） 

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、この後の進行につきましては、幹事社にお願いします。 

 

（幹事社） 

それでは幹事社から議案についての質問を行いたいと思います。 

地域経済対策の「公共交通運行維持特別支援事業」についてです。事前記者レクの時にも話を聞い

ていたのですけど、先ほど市長は3月から影響があって、バス・タクシーともに4月、5月の運送収入がかな

り落ち込んだということで、なぜこのタイミングで支援をしようと思ったのか。もう少し早く支援ができたのか

もしれないですし、どうしてこのタイミングだったのかということ。もう1点、この支援をするに当たって、事業

者さんたちからどういう声が聞かれたのかも教えてください。 
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（市長）  

コロナについて、3月ごろは内容的にもつかめなくて、「1人でも感染者が発生したらかなり厳しいものに

なる」、「非常に致死率も高い」ということでビクビクさせられました。今思うと、あんなにまでという部分がご

ざいますが、その時点ではそんなに長く続くとは思っていなかったということであります。 

段々深みにはまるように状況は厳しくなると、交通事業者はもちろんでございますが、一般の市内の宿

泊、飲食業もかなりきつくなったということで、まずはそちらのほうの経済対策支援対策を急がなきゃいけ

ないということで、まずはそちらのほうを（支援）させていただきました。 

 

国としても、各家庭に非常に厳しい部分がございましたので、1人10万円の給付金もありました。 

「移動をできるだけ控えてください」というようなお願いもしていたわけですから、控え目な移動等に協

力いただいた部分が交通機関にも影響は出てきたと。 

夏ごろ支援すべきだったのでは・・・という考え方もあるわけですが、我々も何とかしなければいけない

という考え方はあったのですが、「もうしばらく続くのではなかろうか。もう少し模様を見てからまとめて・・・」

という考えでした。 

今のところ、まとめていい時期なのかどうかもちょっと問題はあると思いますが、第3波が来ているようで

ございますので、まだまだ状況が悪くなることも考えられますが、一応、第2波の段階で落ちつきを取り戻

して8割方ぐらいは戻りつつあるのではなかろうかという見方をしましたので、ここら辺で一つの支援策を

打ち出す必要があるということで、大体来年の春ぐらいまでの部分を見込んで支援させていただいている

ところであります。 

 

（企画調整部長） 

日ごろから交通事業者とは頻繁に情報共有させていただいております。今、市長が申しましたとおり、

非常に苦しいという声は春先から再三、データでも示されて聞いておりまして、非常に厳しいという声を聞

いておりました。 

利用の落ち込みと、苦境の状況については十分聞いておりますので、そういう中で1番落ち込みが酷

かったのは、やはり4月5月なんですね。それからまた1回復活したのですが、なかなかやっぱり戻らないと

いうことがありましたので、今回こういう補正予算という形をとらせていただきました。正式な要望という形で

は来ておりませんけれども、日ごろから「非常に苦しい」という声は伺っているところでございます。 

あと、タクシー協会からは、議会のほうには要望が上がっているような状況でございます。以上です。 

 

（交通局長） 

今、話があったとおり、実際コロナの影響というのが今年の2月から出てきました。徹底した感染予防対

策は敷いたのですが、やはり外出自粛という流れの中で感染が進んでまいりました。昨年度はどうにか黒

字で維持はできたのですが、先ほどあったとおり4月5月は国の緊急事態宣言もございまして、半減以下、

乗客も料金収入も減っております。 

どうにか7月から上向きになったのですが、第2波が来てまた落ち込みました。今現在、11月直近で7割

程度に戻ってはいるのですが、感染がまた拡大しておりますので、非常に危惧しております。 
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そう言いながらも、市営バスは基本的に佐賀市域内を走っている生活路線、市民の方の生活を維持

すべく役割使命がございます。通勤・通学または病院等への通院で、これは必要な路線であるということ

で、大きな減便は行わずに路線を維持しております。こういう中で今回支援金という形で、これは支援金

ですので、あくまでも企業努力を行いながら、「支えてもらっている」ということで考えております。 

企業努力をしながらも、少しでもお客が戻るように努力をいたしますけれども、我々としては今現在、徹

底した感染防止対策を行いながら、安全に安心して乗れるような、そういうふうなＰＲを引き続き続けてい

きたいと思っております。以上です。 

 

（幹事社） 

ありがとうございます。幹事社からは以上です。他社さん議案についての質問があればお願いします。 

 

（記者） 

今の支援事業ですけれども、バス事業者とタクシー事業者で、それぞれ何社に、1社あたりの金額をも

う一度お願いいたします。 

 

（市長） 

バスが4社で、市営バスが1億2,900万円、昭和バスが880万円、西鉄バスが460万円、そして祐徳バス

が520万円ということでございます。それとタクシーが、法人が15社、これが2,350万円。個人が47社、これ

が940万円です。 

 

（幹事社） 

市政一般について幹事社から質問します。2点あるのですが、まず1点目。GoToイートキャンペーンに

ついてなんですけど、国は「飲食店を利用する際は4人以下で」というような方針を言っていますが、昨日、

県は人数制限をしないという話をされました。 

佐賀市は独自のプレミアム付商品券を作っていますけども、お店を利用する際に人数制限などをやっ

ていこうと考えを変えたところはありますか。 

 

（市長） 

昨日も知事が話をされていたと思いますが、全国的には非常に厳しい状況になりつつあります。 

ただ、そういう中でも九州はどちらかというと、まだそんなにまで厳しくない。しかし、人数が少しずつ増

えつつあるというのは事実であります。そういう中でどうするのか、その時点、時点で修正をしていかなけ

ればならないと思います。 

そういう中で、今のところは人数制限をするまでもなかろうと思っています。将来的に感染が止まらなく

てどんどん増えていくことも選択肢の中に入れなければならないかもわかりませんけれども、「今のところ

は・・・」というふうに私は理解しました。 

 

（幹事社） 

わかりました。ありがとうございます。ではもう1点質問します。 
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次の市長選についてなんですけども、もう1年を切りました。前回の会見から何か考えが変わったところ

がありましたらお願いします。 

 

（市長） 

年が明けますと、それぞれの自治体の首長さんの選挙があちこちで県内でも入ります。早いところは正

月早々からもう準備等が始まっていくと思いますが、私のところは来年の10月ということになります。あと1

年弱ございます。 

やりかけた仕事、特に今年度の場合は、コロナ関係で事業もまだ進んでない部分等もありますので、そ

ういったものに職員と一緒になって全力を注ぎたいと思っておりますので、次どうするというような、この前

もご質問ございましたが、まだそういうことを考えていません。 

 

（幹事社） 

オスプレイの配備計画について伺いたいのですけども、今月の16日に空港周辺の自治会長さん方が

九州防衛局のほうに局長に地元住民の方への説明会を開いてほしいということで面談に行かれたんで

すけれども、局長さんが急な所要ということで急遽面談しない、できないということで面談が取りやめになり

ましたけれども、それについて市長としてどういう受け止め、所感がありますか。お聞かせください。 

 

（市長） 

オスプレイで要望しに行くというところまでは、新聞報道等でもございましたので、私も承知しておりまし

た。その結果についても報道で知ったわけであります。 

我々も東京にいろんな政策提案等する中で、急に面会予定だったものが外されるということもございま

すので、そうだったのかなとも思いますが、ちょっとそれ以上は私もわかりません。新聞各社の記事を見

比べながら見たところですが、真意のほどは私もわかりません。 

 

（幹事社） 

ありがとうございました幹事社からは以上です。 

他社から市政一般について質問があればお願いします。 

 

（記者） 

オスプレイに関しまして、廣瀬局長が当時どういう事情でキャンセルされたかっていうのはわからないと

は思うのですけれども、一方で住民の方たちは8月に要望されていて、今回改めて要望書を提出されて

いるわけですけれども、それはやはり地域の中に居ての不安の表れだとは思うのですよ。 

そうしたこと自体、市長はどう思われますか。 

 

（市長） 

防衛省の説明、漁業者・漁業団体に対する説明では、結構、パンフレット等を見ますと、小さく注意書

きは書いてあるけれども、いいことずくめで書かれているというふうに私はとっておりました。そんなに簡単

にいくものではないし、それも全部市が窓口にならなければならないと。当然、100％全額補助じゃない
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からですね。そういう部分では、誤解を招くような説明というか、表記の仕方も取りようによっては誤解され

るような中身で心配しておりました。 

そういうのが広く市民の皆さんたちに報道されますと、住民の皆さんからすると漁業者にとってはいいこ

とかもわからんけれども、おれたちはどうなるのだと。漁業者だけの問題じゃないのではなかろうかという

市民の皆さんたちの声というのは当然あると思います。 

また、市議会でもそういう説明会を開くべきではないかというような議員からの質問があったのは事実で

あります。ただそういうときに、市民への説明会だけを先にどんどんやっていくと、賛成反対とか、あるいは

条件とか、そういったものが出てきて、根本的なもの、漁業者と県との間に交わされている、そもそもの論

議ですね、「あの空港は、自衛隊と共用をしない」というふうに書かれている部分、その狙いというのは、

軍事的利用はできないのだ、しないのだということを30年近く前に約束をされている。その約束がぼけて

しまう。 

私は約束が先、大事で、約束は何にも勝る。すべてに勝るものだと思うのですね。約束のことをどうす

るのかを、きちんと整理すべきじゃないかと。そういうことは今まで言い続けてきておりますので、市民に説

明をしてくださいという声はわかるけれども、その前に約束をどうするのかということを言い続けているわけ

であります。だからそういう立場で、ちょっと矛盾というのですか、受けとめ方によっては、「市民の声を聞く

べきじゃないか。何をしているのだ」という声も高まっているかもしれないとも思います。 

 

（記者） 

今の、市民の声が高まっている要因というのは、どう市長はみてらっしゃいますか。 

 

（市長） 

それは一部の人の意見というかですかね。いわゆる漁業団体が、あるいは地権者が、もしも、あの約束

事の変更をしていいということになったら、いわゆるオスプレイを含めた自衛隊のヘリ部隊の移転、それが

認められたと、即、認められるというふうにとられているからじゃないかなと思います。だから、その辺りの

我々の説明がまだ不足している部分があるかもわかりません。 

それが出たからといって、そこからが私はスタートだと思っておりますので、そこから市民全体への説明

とか、あるいはその前に、役所にも協定書がございますので、佐賀市と県との協議、空港に対する協議、

そういったものが出てくる。 

そういう中で話し合いがされるべきであって、漁業者と覚書の部分が整理されたからといって、それで

すべてGOサインが出たというものではないということを、我々も市民の皆さんたちには議会の度に言って

いますが、なかなかそこまで理解されてないので、そういう意味で、新聞報道のときにも、その辺りをきち

んと報道してもらえばありがたいなと思っています。 

 

（記者） 

もう1点だけよろしいでしょうか。先ほど出ました市長選についてなんですが、市長は「残りの任期は全

力で職務を全うする」というお考えを示されましたが、進退についてはいつごろまでにお考えを示される

のでしょうか。 
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（市長） 

そこまではまだ考えておりませんので、「いつ」というのは明らかにできるものではないですね。必要な

時期に明らかにするということで勘弁していただきたいと思います。 

 

（記者） 

全国の首長選を見ていますと、詳細はよくわからない部分もありますが、コロナ禍もあってか無投票の

ケースもちょこちょこあるのですね。そうした中で、現在コロナでなかなか不透明な事情もあるかと思うので

すが、市長に対して待望論が出た場合は、市長の考えが変わることがあるのでしょうか。 

 

（市長） 

そこまでまだ考えておりませんので、そのことに対してはお答えできないということです。 

 

（記者） 

先ほどの市長選のことでもう1点お尋ねします。「やりかけた仕事に全力を注ぎたい」と思っておっしゃ

っていましたが、「全力を注ぐ仕事」とはどういうものがあるのか、そのあたりをお聞かせください。 

 

（市長） 

やりかけた仕事で大きいものは、「バイオマス関係」です。特に分離回収したＣＯ２ですね。清掃工場の

廃棄ガスの中から分離回収したＣＯ２の有効活用です。この部分で「活用量が少ないのではないか」とい

うことで再三指摘をされております。かなり改善もされつつありますが、まだまだ余裕があるということを皆

さんもご存じだと思います。 

先の議会で「液化」という、いわゆるＣＯ２を液化して農業などで使う、あるいはドライアイス等に切りかえ

ていくことが出てまいりました。 

我々もそういうことを考えておりましたので、これからそういう道筋をきちんとつけたいと思います。今後

の活用の事例、拡大の方向性を探していきたいということで、まだやり残したということであります。 

 

それともう一つ、これは今ちょうど来年度の予算編成にかかっているところでございますが、分析すると、

結構、社会保障的な経費が伸びるようであります。税収等、収入の面では非常に厳しい部分がございま

すが、歳出のほうでコロナ対策を含めて伸びています。 

その中でも顕著な伸びを示しそうなのが社会保障の経費です。毎年伸びておりますが、障がいのある

方の経費等が伸びています。その中でも発達障がい、いわゆる「気になる子ども」が、保育園・幼稚園・学

校等で数字的には増えています。 

これを何とかしなければならないということで、「なぜ数字がそんなに例年伸びるのか」を関係者に訴え

て、できれば原因を究明していただくように、そして予防できるとすれば予防することも大事じゃないかと

思います。これから先の日本、これから先の佐賀市を考えますと、子どもたちの数がだんだん減っていく

中で気になる子どもが増えるということは、非常に社会的な不安材料ですし、家庭での不安にもつながっ

てまいりますので、そういったものを何とかしたいということです。 

これまでも、佐賀市ではそちらのほうには、気配り等を強くして対応させていただいてきていますが、そ
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ういった部分でのやり残しがありますので、その方向性等をある程度極めていければと思っております。 

 

（記者） 

発達障がい児の対応やバイオマスの二酸化炭素分離回収の道筋は非常に難しい問題で、これまでな

かなか進まなかった状況ですけれども、仮にですが、なかなか進まない、やり残したという気持ちがある

場合、もう１期市長をやられるとか、そういうことは考えられるでしょうか。 

 

（市長） 

そのような話になると、先ほどの質問等も絡んでまいりますので、任期がある間は職員と一緒になって、

そちらのほうに力を注いでいきたいということです。 

 

（記者） 

先ほどのコロナ関係の予算とリンクするのですけれども、全国的には、コロナ対策予算で、「こんなこと

に使うのか？」という事例が各自治体で散見されるので、財務省が注意喚起をするような事態になってい

ます。 

佐賀市として、コロナ対策予算はどういうふうに使っていこうとか、今回行う事業以外にもいろんな取り

組みをしている部分があれば教えてください。 

 

（市長） 

コロナについては、佐賀市は国の示す方向で、それに沿ったところで使わせていただいていると思い

ます。 

最近私がちょっと理解できなかったのは、これも報道で取り上げられたのですが、ふるさと納税にそれ

（コロナ対策予算）が使われていると。 

本来、ふるさと納税は、今のところ、「返礼品は3割以内に」ということで全国の自治体が了解していたは

ずですが、そういう中にあって、そこにコロナの資金が入っているのではないかということでした。 

いわゆる農林水産サイドで安く仕入れられるようになったものを、仕入れ値の3割になるとダブルで入っ

てくるということで、そういう使われ方をすると。そんな知恵を授けるものも授けるものですが、私は、それを

聞いて、「なにをやっているんだ」という感じです。適正な指導というのは、当然国の方でされると思います

が、一首長からすると、国の方針にきちんと従ってやっている自治体が損をしないように、一部はみ出し

た自治体等がふるさと納税を偏って集めることないような制度にしてほしいし、実際でそうであってほしい

という願いを持っています。 

 

（記者） 

佐賀市の方針としては、国の方針に従ってということですね。 

 

（市長） 

コロナについてはいろいろ考えて、理念的にはそういう立場で臨ませていただいております。 
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（記者） 

関連してですが、佐賀県が県庁に設置する鐘に予算を使ったり、和式便所を洋式に変えたりするなど

の経費をコロナ対策予算としている等々が散見されます。 

あと、空港の宇宙の企画にコロナ予算を使うなどがもう既にありますけれども、そういった佐賀県の姿勢

について、知事会見で山口知事は「見合っている予算だ」と説明されましたけど、同じ県庁所在地の首長

としてどうお考えなのかをお伺いできますか。 

 

（市長） 

事業名だけとらえると「え？」という部分もあると思いますが、話を聞いてみると「つながりがあるのか」と

納得するものもあります。特に、「新たな日常」の部分からすると、結構範囲が広くなる可能性もありますね。

ただ、そういった部分でのお金の使い道がいいのかどうかは、それぞれが所属する議会等で判断される

ことですので、私からのコメントは差し控えさせていただきます。 

 

（司会） 

それでは、以上をもちまして、市長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。 

 

 


