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令和３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３年１１月定例会の議案について 

日時：令和３年１１月２２日（月） 1３時３０分～１４時１５分 

場所：佐賀市役所 ２階 庁議室 

出席：坂井市長 

 

【司会】 

それで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付した資料が、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ご発言ください。それでは坂井市長お願いします。 

 

【市長】 

皆様こんにちは。本日はお忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。 

先ほど司会から説明がありましたが、まずは市議会の 11月定例会の議案説明を行います。

まずお手元の 11月定例会案件一覧の右上に記載しておりますが、件数については、当初送

付が 22件、そのうち議案が 21件、報告が 1件となっております。 

また議案の内訳は、一般会計及びその他各会計の補正予算が 4件、条例が 6件、その他が

11 件です。一覧表に案件名や主な内容を記載しておりますので、ご覧いただきまして、質

問がありましたら後ほどお受けしたいと思います。 

 

次に、補正予算のご説明をいたします。11月補正予算案の概要をお開きください。 

表紙をおめくりいただきまして 1ページ目です。今回の一般会計補正予算は、豪雨災害復旧

経費のほか、制度改正に伴うもの、または緊急を要する経費など必要最小限の補正措置を講

じております。 

主なものは豪雨災害復旧経費、新型コロナワクチン接種 3回目分の経費です。それからプ

レミアム付地域振興券の発行事業などです。 

2ページ目をお開きください。一般会計の補正予算は、総額は約 36億 2,000万円。 

補正後の予算総額は、約 1,103億 7,300万円です。財源は市税、国県支出金などでございま

す。 

次に 3ページです。補正予算の主な事業は、まず 8月の豪雨に係る災害復旧経費です。こ
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れは補正額 16 億 9,105 万円です。これは今年 8 月 11 日からの大雨により被災した農地、

林道、道路の法面や河川護岸等、合計 675カ所の復旧のための経費です。 

加えて新規事業として、その次の農業用機械等被災者支援事業、補正額 1,823万円となっ

ております。これは、被害を受けた農業用機械や施設の復旧を行う農業者に対して、復旧費

用の 10分の 4を補助する事業です。発災後、これまで予備費や予算専決により応急復旧等

に取り組んでまいりましたが、災害からの本復旧に必要な予算については早期の復旧に取

り組めるよう、議会に対して早期の議決をお願いする予定です。 

 

次に 4ページをお開きください。プレミアム付地域振興券発行事業、補正額 2億 1,980万

円です。これは公約にも掲げておりましたが、市民の域内消費を喚起してコロナの影響によ

り低迷している地域経済の回復、立て直しを図るため、市内店舗で利用できるプレミアム付

地域振興券を発行するための費用です。本市では初めて電子の地域振興券を発行します。 

紙のものも併用いたします。発行総額は 7.4 億円。プレミアム率は、飲食券が 30％、共通

券が 20％としました。 

 

次に、保育士就職支援金給付事業、補正額 1,000万円です。これは新規事業になります。 

公約にも掲げておりましたように、保育士不足を解消するために市内の保育所等に新規就

職予定の保育士さんに対して、就職支援金として 1 人当たり 10 万円を給付するものです。 

 

次に、新型コロナウイルスワクチン接種経費、補正額 9億 5,158万円です。これは新型コ

ロナウイルスワクチンの 3 回目の追加接種に要する費用であり、対象者は 2 回目のワクチ

ン接種後 8か月以上経過した方です。 

12月 1日から 3回目の接種を開始しますが、12月・1月は、医療従事者等、2月からは高

齢者への接種を始めていきます。ワクチンは当面確保できる見込みですので、落ちついて接

種へのご協力をお願いいたします。今後、国の方針に基づいて実施していきますが、3回目

接種では、使用するワクチンがファイザー・モデルナの 2種類となりますので、市民の皆さ

んへのわかりやすい説明に努めてまいります。 

3回目接種に向け、佐賀市医師会の全面的な協力を得て、安定かつ円滑に接種できる体制

が出来つつあります。医療関係者の皆様には心より感謝申し上げます。 

 

次に 5ページをお開きください。佐賀駅周辺活性化事業、補正額 6億 1,156万円です。こ

れは佐賀駅周辺整備事業の一環として、旧西友駐車場敷地の一部約 3,662 ㎡を取得するた

めの費用です。 

 

次に、脱炭素化・先導的廃棄物処理システム実証事業、補正額 3,120万円です。これは新

規事業です。現在、未利用となっているもみ殻や間伐材等の地域バイオマス資源を活用して、
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清掃工場の運用が可能かどうかを実証するための事業です。環境省からの委託事業として

実施します。 

 

次に、木材供給体制整備事業、補正額 306万円。これも新規事業です。ウッドショックと

呼ばれている木材価格の高騰に対応して、出荷量を増やすために木材の伐採・搬出に必要な

林業機械を導入する林業経営体に対して補助するための費用です。 

 

次に 6ページ。川上公民館建設事業、補正額 595万円です。大和町の旧コロニー跡地に開

発を予定している県産業団地関連道路の拡幅に伴って川上公民館の移転が必要となりまし

た。このためその移転整備費用について、令和 3 年から 5 年度の継続費として総額、4 億

1,838万円を予算計上するものです。 

 

最後に、SAGA サンライズパーク関連文化会館整備事業です。補正額 5,803 万円。現在、

国スポ 2024佐賀大会の開催に向けてさまざまな基盤整備を進めておりますが、その一環と

して、SAGA サンライズパーク整備に伴う文化会館西側広場整備のための費用について、解

体費用 5,800 万円に加えて整備費用として令和 3 年から 4 年度の債務負担行為限度額 3 億

9,438万円の予算を計上するものです。 

 

最後のページになります。お手元にパンフレットも配布しておりますが、明日 11月 23日

に「スポテン佐賀 2021」という、スポーツで街なかを元気にしようというイベントを開催

します。会場はエスプラッツから佐賀商工ビル南の道路で、当日は歩行者天国にします。 

地元佐賀バルーナーズやサガン鳥栖の現役選手や元久光スプリングスの新鍋理沙
し ん な べ り さ

さんと

いった豪華なゲストが登場します。ほかにも、国スポ全障スポの佐賀市実施競技や最近話題

のＸスポーツなどの体験コーナー、子ども向け走り方教室など盛りだくさんのコンテンツ

を用意しています。 

また当日は、初めての取り組みとして、「サガマチナカマツリ」を同時開催します。会場

に飲食ブースを設置するほか、近隣の飲食店ではイベント終了後に、会場で配布するスポテ

ンのチラシを提示すると、ワンドリンクサービスや会計から 500 円引きなどの特典が受け

られますので、ぜひ会場にお越しいただき楽しんでいただければと思います。 

スポーツをキーコンテンツとして、1日中街なかを楽しんでいただけるイベントです。感

染症対策に十分気をつけながら、スポーツの力で街なかを元気にしたい、そう思っておりま

すので、ぜひ来場の呼びかけや取材もよろしくお願いいたします。 

説明は以上になります。 

 

【司会】 

それでは説明が終わりましたので、質疑応答に入ります。まず議案についての質問、その
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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

社さんにお願いいたします。 

 

【幹事社】 

今回が当選後初めての予算案の編成になりました。予算（案）編成を終えて今のお気持ち

を聞かせください。 

 

【市長】 

就任して約 1か月になります。その間、バルーンフェスタなどさまざまなイベントがあっ

たり、慌ただしく日々暮らしておりましたけれども、その中でも佐賀市の職員の皆さんとよ

く議論を重ねてまいりました。職員の方々には、「ぜひ積極的な提案を」ということと、「遠

慮せずに、どんどん議論をしましょう」ということを言ってまいりまして、本当に真面目で

一生懸命な職員さんが多いので、議論を重ねながら今回に臨んだという次第でございます。 

 

【記者】 

予算（案）編成にあたって、市長がいちばん心がけたものはございますでしょうか。 

 

【市長】 

今回、新たなものをいくつか設けておりますけれども、１つはコロナで打撃を受けておら

れる事業者さんたち。需要を喚起したいということで、プレミアム付の地域振興券を発行す

るということで、今回で 4回目になりますが、佐賀市では初めての電子での発行も、紙と併

用する形で発行を予定しております。 

それから選挙戦でも訴えてまいりましたが、子育て環境を充実させたいということで、保

育士さんの就職支援金の給付事業というのも新規で設けさせていただきました。今回 100人

規模で予算を積算しておりますけれども、そういった新たな取り組みによって保育士さん

の不足の問題を解決していきたいと思っております。 

 

【記者】 

流れからすると、前の市長時代の課題を引き継ぐ中での予算（案）編成にならざるを得な

かったわけですけども、「坂井色をここに出せたな」という感触がございましたらお聞かせ

ください。 

 

【市長】 

地域振興券は今回で 4回目ということではあるんですけれども、新たな取り組みとして、

電子での発行を行います。これもスマートフォンをお持ちの方とお持ちでない方がいらっ

しゃると思うので、紙の利用と電子での利用を併用する形で予定しておりますが、なるべく
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市民の方々に便利で使いやすい地域振興券になるようによく議論をして、こういった形に

させていただきました。 

それから、私自身子育て当事者ということもございますし、保育士さんの不足の問題とい

うのもさまざまな場面で耳にしてまいりました。そうした課題を迅速に解決するために、就

職支援金を今回新しく設けさせていただいて、保育士さん不足の問題、お困りの子育て世代

のニーズにこたえていきたいというふうに思っております。 

 

【幹事社】 

幹事社から以上です。各社さんお願いします。 

 

【記者】 

保育士就職支援金のことでお伺いします。新規就職予定ということですけど、内定をもら

っている方に送られるということでしょうか。 

 

【子育て支援部長】 

今回対象としておりますのは、保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業所など

に内定された方で、令和4年度4月以降に採用される方につきまして給付するものでござい

ます。 

 

【記者】 

子育て支援金は令和4年度ということですけれども、それ以降も続けていくつもりなの

か、取りあえず来年度という話なのかどのようにお考えでしょうか。 

 

【市長】 

取り急ぎ令和4年度に実施するためにこの補正予算に新規で上げさせていただきまし

た。今後については、どういった形になるかというのも引き続き、この結果も踏まえて検

討はしていきたいと思っております。 

 

【記者】 

プレミアム付地域振興券の件でお尋ねしたいんですが、冒頭「公約でも掲げていた」と

おっしゃっていたんですが、今回発行するに当たって電子でも発行される。IT技術の推進

は公約にも掲げていらっしゃったと思うんですが、今回この事業をやるにあたって、「電

子を入れてほしい」と市長のほうから強固におっしゃったのか。そして電子の地域振興券

もいろんなやり方がございますが、具体的に方向性みたいなものを担当課におっしゃった

のであれば教えてください。 
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【市長】 

着任してすぐに経済部とはいろんな形で議論をやっておりまして、具体的な中身はある

程度、部のほうで考えてもらっているんですけども、私から「ぜひ市民の方に使いやすい

サービスにできるようにしたい」ということと、「そういった技術を活用できれば、より

利便性が高まるんじゃないか」ということは議論の中で申し上げておりまして、そういっ

た中で考えてもらったということでございます。 

 

【記者】 

予算に関して言えば、まだ予算の使える額にある程度の制限があったと思うんですが、

今後も含めて、例えば来年度新規事業で「もっとこういう部分を拡張していきたい」、い

わゆる「坂井カラーをこういうふうに出していきたい」というところがあれば教えてくだ

さい。 

 

【市長】 

それは商品券限らずということですよね。また来年の出水期を迎えるに当たって、やっ

ぱり水害対策というのも大きな柱になってくると思いますので、その部分も担当部と議論

をしているところでございます。来年の出水期までに対策をまとめていけるように引き続

き検討していきたいと思っております。 

 

【幹事社】 

予算についてはいかがでしょうか。よろしいですか。その他の件で各社さんどうぞ。 

 

【記者】 

ちょっとプライベートなことにあるかもしれませんが、確か市長は第2子がお生まれに

なる予定だったと思います。確かご予定では12月ということでしたけども、議会会期中の

育児休暇のようなものを取得するご予定はございますか。 

 

【市長】 

12月ということで議会と重なっておりますので、どういった形にできるかは、妻の負担

をどれだけ軽減できるかということで、議会ももちろん大切なので、時期については議会

中にこだわらずに、どういった形で育児休暇をとれるかは、着任して今ちょっと慌ただし

い日々を送っているので、今後仕事に支障がない範囲でぜひ前向きに考えていきたいと思

っております。 

 

【記者】 

コロナ対策についてお伺いしたいんですけれども、そろそろ年末に差しかかる中で、第
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6波の警戒などもありますが、佐賀市独自で進めていきたいコロナ対策とかはお考えでし

ょうか。 

 

【市長】 

先ほど説明の中でもありましたが、医師会とよく連携をしてワクチン接種をスムーズに

進めていくということがまず大切だと思っておりますので、そちらのほうに取り組んでい

きたいと思っております。 

 

【記者】 

市長が就任して1か月になりますけれども、選挙戦などでは刷新などを掲げられてやっ

てきましたけど、この1か月改めて職員の皆さんや市の様子を見てきて、改めて「ここは

変えなきゃいけない」とか、「ここは新しいことをしたい」とかがあれば教えてくださ

い。 

 

【市長】  

まず職員の方といろいろ議論を重ねてしっかりその考え方を聞くということはもちろん

大事だと思っておりまして、今それに取り組んでおります。その上で本当に、この佐賀市

を良くしたいという思いで一生懸命仕事に取り組んでおられるということも感じていま

す。 

ただ、市民の方々に余り伝わってない部分があるかなと思いますので、今日こうした記

者会見の場とかももう少し頻度を増やしていって、できるだけ市民の方々にわかりやすい

形で届くような取り組みを進めていきたいと思っております。そうすることによって、市

民の方々の声も逆にリアクションがあって「もっとこうしてほしい」とか、そういう声も

寄せられやすくなるのかなと思いますので、ぜひ情報発信を取り組んでいきたいと思って

おります。 

それから新しい技術の活用という部分も、その技術の活用そのものが目的化してはいけ

ないと思うんですけれども、一方で市民の方々にとって便利になるのであればどんどん、

これまでやってきていなかったことでも取り入れていく必要があると思っております。そ

ういった部分は、自分自身若くてそういった技術に少し親和性があるということで、ぜひ

取り入れようということは日々の議論の中で言っているところでございます。 

 

【記者】 

今の前段であった情報発信の話については、例えばこういった機会ということもおっし

ゃいましたけれども、具体的に何か考えていることとか、イメージしていること、会見以外

でもいいですし、あれば教えてください。 
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【市長】 

これまで（定例記者会見を）議会前しか開催してなかったと聞いているので、これを定例

的に開けないかと議論しております。その際はマスコミの皆さんにご協力をお願いするこ

とになるかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

それからＳＮＳを活用してどんどん情報発信をすることによって、日々の動きも見えや

すくなるのかなと思いますので、そうしたところも意識して取り組んでいきたいと思って

おります。 

 

【記者】 

マイナンバーカードに関するお尋ねになります。佐賀市でも非常に申請・問い合わせが増

えているということだったんですけれども、一部報道によりますと、マイナポイントに関し

ましては、地方自治体が独自の上乗せをするというような案が出ているというふうに聞い

ています。佐賀市ではどのように考えていらっしゃるのか今時点でお考えがあれば教えて

ください。 

 

【市長】 

マイナンバーカードに関する佐賀新聞さんの記事も相当反響が大きかったというふうに

も聞いておりますけども、問い合わせが多数来ているということです。マイナポイントに関

する担当部から補足はありますか。 

 

【市民生活副部長】 

佐賀市独自でマイナポイントの上乗せというのは現在のところ考えておりません。 

 

【記者】 

今度の議会が一般質問も初めてになると思いますが、それに関する所感と、オスプレイ問

題に関しての見解は必ず一般質問で出るのではないかと予想しております。改めてオスプ

レイの問題について、佐賀市長としてどう取り組んでいかれるのか、お考えを。 

 

【市長】 

初めての議会ということで、選挙戦ではいろんな候補の方が手を挙げられたということ

もあります。私自身、佐賀市を離れていた期間もあったということで、全ての方に応援して

もらったというわけではないですけども、それは当然のことかなと思っております。 

大事なのはこれからだと思っておりまして、それぞれの議員の方々が市民の代表として

選ばれてきておりますので、執行部と議会が車の両輪としてお互いに政策議論を深めて、そ

してよりよい佐賀市政を実現できればと思っております。 

それからオスプレイに関してですが、就任会見でも申し上げましたが、佐賀市は公害防止
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協定の立会人という立場で、今なされている地元の漁協と佐賀県との協議を見守っていき

たいと思っております。その上で、市民の方々のさまざまなご意見があると承知しておりま

すので、該当市民の方々のご意見に寄り添って対応していきたいと思っております。 

 

【記者】 

九州新幹線西九州ルートについてお伺いします。今日もまた国と県のほうで幅広い協議

が行われているということですけれども、佐賀駅が立地する自治体の長としてこの問題に

どう向き合われるか、改めて見解をお願いいたします。 

 

【市長】 

新幹線に関して、今、国と佐賀県との間で幅広い協議がなされております。また近く開催

されると報道等で承知しておりますけれども、佐賀市民の方々の在来線の利便性とコスト

など、さまざまな課題があると思いますので、そうした幅広い協議を見守りながら、必要で

あれば佐賀市として対応していきたいと思っております。 

 

【記者】 

重ねてオスプレイの話ですが、立会人という立場と、もう１つのそれとはまた別の、旧川

副町がいわゆる県と結んでいる協定がございますが、それに関するご見解について前回は

明確におっしゃってなかったんですが、今回改めてそれに関してはどう考えてらっしゃる

のかもお願いします。 

 

【市長】 

現在、地元漁協さんと佐賀県との間で協議をしておりますので、まずはその協議を見守り

たいと思っております。その先の話、「協議がこういう形になったらどうするのか」といっ

たところはまだ協議中ですので、予断を持って申し上げにくいかなと思っております。 

 

【司会】 

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。 

 

 


