
令和４年１１月 佐賀市長定例記者会見（※記者会見の内容を一部要約しています） 

日時：令和４年１１月２２日（火） 1０時３０分～１１時２５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、時間になりましたのでただいまから、市長定例記者会見を行います。 

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、令和 4年 11 月定例会案件一

覧。それからパワーポイント資料の 3 点を置いております。よろしいでしょうか。 

本日は市長から発表項目及びトピックスに関する説明を行います。そのあと質問をお受

けいたします。 

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行っており

ますので、マイクを使ってご発言をお願いします。 

それでは市長、お願いいたします。 

 

【市長】 

お待たせしました。本日はお集まりいただき、ありがとうございます 11 月の定例記者会

見を始めさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

最初に、本日の発表項目をご覧ください。発表する項目はご覧の通りであります。 

まず、11 月定例会議案の送付案件についてご説明いたしまして、その後、11 月補正予算

に関する事業などを中心にご説明いたします。補正予算については 6つ、予算規模概要や災

害復旧、それから飼料・燃油価格高騰の影響を受けている農林水産業の皆様への支援などに

ついてご説明いたします。 

次に補正予算追加分の物価高騰等対策について、1 つご説明をいたしまして、また、3 日

前、土曜日に完成セレモニーを行いました佐賀駅前交流広場の今後の活用についてご説明

をし、最後にトピックスを 1 つご紹介いたします。 

 

最初に定例会の議案から順次、ご説明いたします。 

まず、令和 4 年 11 月定例会に当初送付する案件は、全部で 22 件であります。議案が 20

件、報告が 2 件となります。 

議案の概要についてですが、83 号から 86 号議案は令和 4年度の補正予算となります。こ

ちらについては後ほど、ご説明いたします。 

87 号から 92 号までの 6議案が条例議案。 

93 号議案以降の 10 議案が、その他の議案となります。 

このうち 87 号議案を、ご紹介をしておりますが、これは佐賀市職員の定年等に関する条

例の改正であります。地方公務員法の一部改正に伴いまして、市職員の定年年齢を段階的に



引き上げることなどを内容としております。 

 

次に補正予算の概要について、次のスライドからご説明をいたします。 

11 月補正予算案についてですが、一般会計の補正予算の総額は、10.5 億円。 

補正予算の内訳は、通常分が約 8.2 億円、原油価格・物価高騰対策分が約 1.2 億円、 

災害関連分が約 1.1 億円です。補正後の予算総額は約 1,112 億 4,500 万円となります。 

 

補正予算の主な内容を、次のスライドからご説明いたします。 

まず、今年の大雨や台風による被災地域の災害復旧についてであります。 

8 月の大雨や、9 月の台風 14 号で、本市でも様々な被害があったところであります。被災

された地域が 1 日も早く日常や安心、安全を取り戻すことができるように、約 1.1 億円の

災害復旧費用を計上いたします。 

既に応急的な対応は行っておりますけれども、今回の本復旧を行うことで、元の状態より

もさらに災害に強いものになることが期待出来ます。復旧の予定か所は 67 か所で、農地な

どが 64 か所、道路が 1 か所、河川が 2か所となっております。地域としては、富士、三瀬、

大和などであります。 

なお、早急に対応すべきものにつきましては、予備費で対応しまして、1 日でも早い復旧

に向けて、既に全力を挙げて取り組んでいるところであります。 

 

次に、これも災害復旧関連でありますが、令和 3 年 8 月の大雨で被害を受けた健康運動

センターの完全再開に向けた予算であります。 

補正予算として約 2,400 万円を計上し、債務負担行為として限度額約 2.2 億円を設定し

ております。 

まず、現在は、センター内の浴槽が利用出来ないようになっておりますが、これを来年の

4 月に再開できるよう修繕を行います。 

また、施設に止水板を設置しまして、今後被災しないように、来年、出水期までに浸水対

策工事も行ってまいります。 

さらに、債務負担行為として、プールなど一部の設備では、仮設の設備で運用しているも

のもございますので、それらの設備の入替えなどを行います。利用者の皆様には大変ご不便

をおかけいたしておりますが、1 日も早い復旧に向けて取り組んでまいります。 

 

次に、農林水産業を営む皆さんに対する支援であります。 

飼料価格や燃料価格の高騰に対応した支援ということで、1.1 億円を計上しまして、農林

水産業者の方の経営の安定を目指してまいります。 

まず、畜産経営者の支援でありますが、飼料の価格高騰対策について、今まで順次、実施

をしてきたところであります。今回補助対象を拡充いたしまして、国のセーフティーネット



である配合飼料価格安定制度に加入されていない畜産経営者にも、市の独自の予算で配合

飼料などの購入費用の一部を支援するといったものであります。 

 

次に、右上の施設園芸農家への支援であります。 

今までに、令和 3 年度の燃油価格高騰分を補助しておりました。今回は、令和 4 年度分を

継続して補助することとしております。 

 

そして最後に林業者等とノリ漁業者への支援であります。 

これらは、新たに支援を行うもので、燃油価格の高騰に伴って、その価格高騰分を補助し

てまいりたいと思っております。 

 

次は姉妹都市との交流に関してであります。 

アメリカ・ニューヨーク州のグレンズフォールズ市及びウォーリン郡とは、1986 年にバ

ルーンフェスタに参加したリン・カーシュナーさんが、大会や、市民の親切さに触れたこと

がきっかけで姉妹都市を締結するに至っております。 

写真にもありますように、佐賀市でのこれまで合同演奏会に参加した演奏家の 56 名の方

をホームステイで受け入れたりとか、また母親の方の訪問から 27 年越しに、親子 2 代で子

どもが訪問したりといった、お互いに中身の濃い交流を続けてまいったところであります。 

今回、姉妹都市締結 35 周年を記念しまして、10 年ぶりに来年 4 月 19 日から 25 日までの

7 日間の予定で、約 20 人の訪問団を派遣する計画であります。議会の承認をいただいた後

に、市民訪問団を公募したいと思っております。 

この訪問によりまして、両都市の関係がさらに深まるとともに、市民の皆さんの異文化へ

の理解や、国際的視野が広まることで、市民レベルでの交流がより活発になることを期待し

ているところであります。 

 

予算関係の最後になりますが、西川副公民館の建て替えについてであります。 

7 月に造成工事が完了いたしまして、本体工事の準備に入り、令和 6年 6 月の完成を目指

しております。新しい西川副公民館は小学校にも近い、わかりやすい立地となっております。 

今回、新たにシャワー室や防災倉庫、マンホールトイレなどを設置しまして、また 2次避

難所である小学校の目の前に建設することで、防災力の強化や連携が見込まれるところで

あります。 

また、地域活動室などの新しい機能もありまして、地域活動がさらに活発になることも期

待されます。 

地域住民の皆さんの利便性、そして地域活動のさらなる活性化のために、できるだけ早い

オープンに向けて取り組んでまいります。 

 



次に、追加の補正予算の検討状況についてご説明いたします。 

まず、本市のコロナ交付金を使用した物価高騰対策について、さらに追加の補正予算を検

討しております。 

1 つ目は、電力ガス、食料品等の価格高騰の影響を受けている子育てし世帯への支援であ

ります。 

2 つ目は、医療機関や、福祉施設、保育所等への支援であります。 

また、現在国会で審議中の、国の第 2次補正予算には、国の補正予算案にこうした事業と

して、妊娠や出産時にそれぞれ 5 万円を支給する事業や、子どもの安全対策強化のため、送

迎バスの安全装置の改修を支援する事業などが含まれております。詳細がわかり次第、本市

においても、適宜対応してまいりたいと思っております。 

予算規模としましては、約 7 億円プラスアルファ程度を予定しております。予算額、事業

内容含めて、現在、検討調整を進めておりまして、現時点では支援施策の方向性や規模感の

みの紹介としたいと思っております。国の第 2次補正予算には、妊娠出産時の支援や子ども

たちの安全対策などが盛り込んでおられまして、市でも、そういった分野で物価高騰の影響

を受けておられる方への独自の支援策を検討しているといったところであります。詳細が

決まり次第、追加で補正予算案を提出してまいりたいと思っております。 

 

次に 11 月定例会に指定管理関係の議案を提案しております、佐賀駅前交流広場について

であります。 

交流広場は、先日土曜日、19 日に完成セレモニーを行いまして、いよいよ活用の段階に

入ってまいりました。セレモニー当日は、たくさんの方々にご参加をいただきまして、広場

の活用の形のイメージを持っていただけたのかなと思っております。 

今後は、記載しておりますように、くつろげる空間として、日常的にキッチンカーがいて、

居心地のいい時間をゆっくり過ごすことが出来たり、また楽しめる空間として、広場のビジ

ョンで旬な情報を発信したり、パブリックビューイングなどのイベントを行ったり、また使

いやすく便利な広場となるように、出店中のキッチンカーにスマホなどで料理を注文決済

しておき、お昼休みなどに待たずに受け取ったりとか、そのまま広場でランチが取れたりと

か、そういった、様々な活用のイメージを持っております。 

来年 4月からの本格的な運用開始に向けて、準備を進めてまいりたいと思っております。 

 

最後にトピックスです。 

12 月 11 日、日曜日、14 時からメートプラザ佐賀で、今回初めてとなります、佐賀市スポ

ーツボランティア講演会を開催いたします。 

佐賀市においては、桜マラソンや SAGA2024 国スポ・全障スポなど、大きなイベントを控

えて、これから多くの皆さんの力が必要になるというふうに思っております。 

そこで、ボランティアへの興味がわいたり、ボランティアとしての力を高めたり、皆さん



の背中を後押しする講演会を開催したいと思っておりまして、また、第 2 部では、サガン鳥

栖 SRO の高橋義希さんや佐賀バルーナーズアカデミーコーチの水町亮介さんらの競技者か

ら見たボランティアの貴重さなどについて、実際のボランティアスタッフも参加して、トー

クが繰り広げられる予定です。 

ボランティアの魅力ややりがいを探しに、ぜひご観覧いただきたいと思っております。 

私のほうからは以上となります。 

 

【司会】 

説明が終わりましたのでこれより質問をお受けいたします。 

まず、発表項目及びトピックスについての質問、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さんにお願いいたします。 

 

【記者】 

よろしくお願いいたします。 

最後のほうにお話のありました国の第 2 次補正予算案に呼応した事業として、出産子育

てなどの支援というお話がありましたけれども、これ今まだ呼応してということだと思う

んですけれども、具体的に今話し合っている内容が、「こういうことをしたい」などあれば、

お聞きしたいです。 

 

【市長】 

国の第 2 次補正予算案ということで、政府発表では妊娠時に 5 万円、出産時に 5 万円を

支給するものということで、支給対象者や支給方法や市の事業費などは、検討中の状況であ

ります。 

また、子どもの安全対策強化といったところも、報道等されているところであります。施

設の要望状況などを踏まえて、市の事業費などを検討したいと思っております。 

また、国のそういった第 2 次補正予算には妊娠、出産時とか、子どもたちの安全対策など

の支援が盛り込まれているということで、市でも、物価高騰の影響を受けておられる方への

独自の支援が出来ないかなということで、検討をしているところであります。 

現時点では、そういった方向性と規模感のみの紹介となっているところですが、今後、検

討を深めていって、またわかり次第、ご報告いたいなと思っております。 

 

【記者】 

補正予算の中の、燃油価格高騰対策の中のノリ事業についてお伺いいたします。 

これはノリが日本一の生産地だということで、そういったところを重視されたのかなと

思いますけれども、改めてこのノリ漁業者へのこの補助の狙いと、その効果の期待をコメン



トいただければと思います。 

 

【市長】 

市内のノリ養殖業者さんたちの、ノリ乾燥機に使用したＡ重油の購入に対しまして、経費

の一部を補助することで、負担を軽減して、経営の安定化を図るというのが目的であります。 

燃油価格が高騰しておりまして、漁協のＡ重油の販売価格では、令和 2年度の平均単価が

1 リットル当たり 66.4 円で、令和 3 年度の平均単価は 100.9 円というふうに上昇をしてい

るところであります。令和 2 年度の平均が 66.4 円ということと、そして令和 4年 9月末は、

また 98.2 円と高騰しているということで、こういった重油価格の高騰が深刻であるという

ことで、補助をしていきたいと思っています。 

 

【記者】 

以上で、幹事社からの質問は終わりです。ほかに何か各社さんありますか。 

 

【記者】 

グレンズフォールズ市との交流について、ちょっと勉強不足で申し訳ないんですが、大体

1,200 万円かかるよと。内訳としてはやはり、移動費であったり滞在費であったりという理

解で大丈夫でしょうか。 

 

【市長】 

市民訪問団への旅費の補助などを考えております。1人旅費が1人当たり60万円程度で、

その半分である 30 万円を上限として、補助を検討したいなと思っているところであります。 

 

【記者】 

関連で、公式訪問団と市民訪問団、およそ 2 グループに分かれているというのは、資料で

分かるので、意味合いもしくは構成される人たち、どういうふうな性質が違うのかを教えて

いただけますか。 

 

【市長】 

公式訪問団のうちメンバーとか。 

 

【総務部長】 

グレンズフォールズとは、公式訪問団の派遣を行っておりまして、今回で 10 年ぶりとな

ります。公式と申しますのは、市長と議長を始め、その随行がおりますけども、あと市民の

方を公募いたしまして、それらの人たちみんなでグレンズフォールズ市を訪問ということ

としております。 



今回は、ですから 10 年ぶりに、これをまた行う予定というものでございます。 

 

【記者】 

お答えありがとうございます。市長、副市長、議長とかが公式ですかね、今お話ありまし

たけど 6 人というのは。 

 

【総務部長】 

市長と議長です。それであと事務方が随行いたします。 

 

【記者】 

わかりました。これまでの交流実績、ざっとで構わないのでありますかね。訪問は 10 年

ぶりということですけども。 

 

【総務部長】 

最初に 1,988 年の 3 月に姉妹都市交流の締結をいたしまして、その後相互交流を行って

おります。グレンズフォールズ市から記念事業でいらっしゃった訪問団はこれまで 3 回。佐

賀市としては今回 4 回目となります。そのほかにですね姉妹都市の教育交流プログラムと

いうものを開催しております。佐賀市内の小中高短大、20 校が姉妹校として締結をしてお

りまして、そこも相互に派遣受け入れというふうな交流をこれまで行ってきおります。おの

おの各 15 回でございます。 

 

【記者】 

わかりました。ありがとうございます。 

あともう 1点すみません。最初の補正予算案のご説明で、農地、道路、河川を復旧します

のところで、ちょっとすいません細かい質問になるんですが、この写真 2 枚というのは、実

際に今年度、被害に被災に遭った場所ということでいいですか。それともイメージですか。 

 

【市長】 

実際の場所ということであります。 

 

【記者】 

できれば左と右の写真、どこっていうのといつぐらいというのは、もしわかれば教えてい

ただけますか。 

 

【建設部長】 

右の写真の被災場所は富士町になります。市川杉山線という市道の道路の被災でござい



ます。左側が農地災害ということで、左側の写真については、ちょっと場所等は今詳細には

わからないような状況です。 

 

【記者】 

大体いつごろのっていうのは分かると… 

 

【建設部長】 

8 月 16 日から 18 日の豪雨による被災でございます。 

 

【記者】 

3 カ月ぐらいたってますけど、ほぼほぼ同じような状況が考えられているということです

よね。 

 

【建設部長】 

まず被災があって国のほうに、災害の査定の申請を行うわけですけど、その中で国のほう

の査定が終了して、今回、本格的な復旧工事の予算を計上させていただいているというよう

なことでございます。 

 

【記者】 

わかりました以上です。ありがとうございました。 

 

【市長】 

また場所とか、わかったら、後ほど…。 

 

【記者】 

今検討中ということなんですが物価高騰の対策についてお尋ねをします。妊娠出産時に

各 5 万円を支給などというふうになっているんですが、確かに物価の高騰で困っていらっ

しゃる方が多いかと思うんですが、併せて、ここ数年コロナで子育てする時に、なかなかサ

ポートを受けられないとか誰に頼ったらいいのかわからないと、そういった意味合いでの

困り事を抱えた方もいらっしゃると思うんですけど、そういった組み合せみたいな形で今

事業を検討していらっしゃるのか、5 万円だったり 10 万円だったりを支給していくという

ような、単体でお考えなのか方向性を伺えたらと思います。 

 

【市長】 

佐賀市独自分の部分ですね。物価高騰の影響を受けておられるといったところで、何らか

の支援金なり、そういった形でできないか検討しているところであります。国のほうの動き



も見ながら、検討を深めていきたいと思っております。 

また、詳細がわかり次第、補正予算案ということで、提出していきたいと思っているので、

その際にまた御説明できればなと思っています。 

 

【記者】 

今の二次補正のことなんですけども、1 番下の「子どもの安全対策強化のための送迎バス

の安全装置改修支援」っていうのは、最近よく頻繁に全国でも起こっている、お子さんをバ

スの中に入れたまま閉めて気づかないっていう、そういうことの防止のための安全装置だ

と考えていいですか。 

 

【市長】 

おっしゃるとおりで、保育施設など、安全対策強化のために送迎バスへの安全装置の設置

とか、ＩＣＴを活用した子どもの見守り機能の強化など、政府発表も複数のメニューがあり

ます。それを踏まえて、施設の要望状況などを踏まえて、市の事業費など検討をしていきた

いと思っています。 

 

【記者】 

市政一般の質問に移りたいと思います。2 点あるんですけれども、まず 1 点目、今月初め

にインターナショナル・バルーンフェスタが開催されて、坂井市長が就任されて初めて有観

客だったと思うんですけども、本当に多くの人が訪れていたと思いますが、どのように総括

されていらっしゃいますか。 

 

【市長】 

3 年ぶりにお客様をお迎えしてのバルーンフェスタということでしたが、天候にも恵まれ

て、県内外から多くのお客様、84 万 9,000 人の方にお越しいただきまして、心から感謝を

しています。 

また、大きな事故もなく、安全に大会運営ができたということで、ボランティアスタッフ

の方初めとして、関係者の皆様にも感謝をしているのと、報道各社の皆さんも、様々な情報

発信をしていただいたということで、とても反響があったと、ありがたく思っています。私

も毎日会場からバルーンを見上げて、感動しておりました。去年は無観客ということで、ま

たそれはそれでバルーンの魅力というのも感じたんですけども、今年は観客の皆さんの反

応が、そして笑顔がいっぱいあったということで、バルーンに向かって手を振ったりとか、

いろんな歓声があったりとか、やっぱり観客の皆さんあってこそのバルーンフェスタだな

と思ったところであります。私も多くの方とお話をする機会がありまして、本当に参加され

た方々、すばらしい機会をありがとうございましたということで、感動されていた、という

のが印象的でありました。こういった大きな感動を生むバルーンフェスタというのは、改め



て、皆さんに支えられた、そしてまた立地も、河川敷と広い空ということで、改めてそうい

った魅力を感じた 5 日間でありました。また来年も皆様と笑顔で空を見上げたいなと思っ

ています。 

 

【記者】 

次にオスプレイの関連で 2 点質問があるんですけれども、まず公害防止協定の見直しが

あって、住民説明会へと時期の調整を今されてると思うんですけど、時期に関して具体的に

いつぐらいまでをめどにっていう話し合いはなされているんでしょうか。 

 

【市長】 

11 月 10 日に、防衛副大臣の来訪がありまして、私のほうからはオスプレイの安全性です

とか、排水の問題とか、米軍配備とか、様々な懸念の声に丁寧に寄り添った対応ということ

で依頼をいたしまして、市民や市議会にしっかり丁寧な対応をしていく趣旨の発言があっ

たところであります。 

まずは、内容を改めてしっかり聞いて、そして、考えていく必要があると思っております。 

また、市議会のほうも、11 月 18 日、先週金曜日に、全員協議会のほうで、防衛局から説

明があったということで、その際も、様々な懸念とか疑問が出されたと聞いておりますので、

市としても防衛省のほうに説明を求めていきたいなというふうに思っているところでござ

います。御質問の住民説明会については、佐賀県や防衛省と今後調整をしていきたいと思っ

ております。現時点では以上です。 

 

【記者】 

具体的に何月ごろまでにはみたいな、そういうのは特にはまだ出ていないということで

すか。 

 

【市長】 

懸念点とか疑問点が出ているということで、そういったところの説明を我々としても求

めていきたいと思っております。住民説明会についても、開催を求めているところでありま

す。時期等については県や防衛省のほうと今後調整をしていきたいということであります。 

 

【記者】 

幹事社からの質問は以上です。その他各社さんから無いですか? 

 

【記者】 

今の関連ですが、説明会の時期について県や防衛省と今後調整していくということだと

思いますけど、時期とか対象も含めてですけど、市はやっぱり立地自治体として、さらに説



明会を求めている立場として、いつ、どういう形で開くかということを要望できる、要望す

べき立場にあると思うんですが、県や防衛省との調整の中で、いずれかの段階で市としてこ

ういう形で開催するのが望ましい、いつ開催するのが望ましいと、そういう声を上げていく

考えはありますか。 

 

【市長】 

立地自治体というお話がありましたが、佐賀市にも大変大きく関わる問題だと思ってお

りますし、そうした懸念の声や、疑問点とか、これまでも出ていると思っておりますので、

そうしたところと、そしてまた我々としても、しっかり防衛局側からも説明を聞いて、考え

を深めていきたいと思っておりまして、そうしたところの説明も、当然求めていきたいと思

っております。 

また今後、住民説明会についても、しっかり調整をしていきたいと思っています。 

 

【記者】 

また関連で質問ですが、前の秀島市長は、県と佐賀市の間にある公害防止協定に盛り込ま

れた空港運用の変更、今回でいうとオスプレイの配備などに関して、市の同意が必要だとか、

市が OK を出さないと計画は進まない、といった趣旨の発言をしていました。この同意が必

要という点に関して、坂井市長はどのように考えているか教えてください。 

 

【市長】 

佐賀市は立地自治体であるということと、そして、公害防止協定も佐賀県と佐賀市との間

でも結んでいるということで、そこで、空港運営の変更等について協議が必要だと思ってお

りますので、そうしたところから、現在、佐賀県側ともそうした広い意味での協議を始めて

いるという認識でありますし、いろんな説明を向こうからも受けておりますが、こっちから

も疑問点等をしっかり説明を求めていきたいと思っておりますし、また、住民説明会という

ところも、これは防衛局だけじゃなくて、県のほうにもしっかり対応を求めていきたいと思

っています。 

 

【記者】 

今お尋ねしたのは、その空港運用の変更に当たって、市の同意が必要、あるいは市が OK

を出さないと計画は進まない、というふうに認識されているのかどうかという…。 

 

【市長】 

そういった立地自治体であって、そしてまた協定の当事者でもありますので、私のほうか

ら直接ですね、県のほう、そして、防衛省のほうにも、市民、住民に寄り添った対応という

ことで求めているところであります。当然、そういった対応を我々としても、協議の中でし



っかりと伝えていくというつもりでありますし、また、そのような対応をしているところで

あります。 

 

【記者】 

1 回オスプレイとは切り離しての質問になるんですけど、来月、知事選が行われるという

ことになりまして、日曜日ですかね、共産党から上村さんが出られると。当然、現職の山口

氏も出られると。県都の首長として、知事選についてのお考え・所感をぜひ教えてください。 

 

【市長】 

佐賀県との間で様々な、関連して一緒に取り組んでいる事業も、今、次々と形になってい

たり、交流広場のオープンというのも検討から 7 年か 8 年経って、オープンしたというこ

ともあります。 

また、スポーツボランティアの話も、またこれから 2 年後の国スポ全障スポに向けてまち

が大きく変わる、そういったアリーナとかもできて、人流も変わっていくのかなと思ってお

りますし、様々な点で、今、山口県政と連携をして対応しているといったところです。以前

この記者会見の場でも申し上げましたが、佐賀県の市長会のほうも知事を応援するという

ことで、私も趣旨に賛同しておりまして、そうした意味で引き続き、しっかり連携をしてい

きたいと思っています。 

 

【記者】 

オスプレイの話にまた戻りますけれども、先日、地元自治会が防衛局に対して、12 月中

に住民説明会を開いてほしいという申出をされておりますが、このように何らかの期限を

切って、立地自治体として、時期について防衛局側に求めるお考えはありますか。 

 

【市長】 

オスプレイの問題については、様々な漁協さんもそうですし、地元もそうですけれど、安

全性とか排水とか米軍問題とか、様々懸念の声が上がっているということで、そうしたとこ

ろでまず私のほうからしっかりとした寄り添った対応をということで、伝えておりまして、

それについてはしっかり対応するという言葉をいただいております。我々としてはそこを

引き続き求めていくということで、住民説明会についても、対応するというふうに言ってお

られるので、そこについては今後調整していきたいと思っています。 

 

【記者】 

具体的な時期を、立地自治体側から示して、防衛局側に、求めるお考えはございますでし

ょうか。 

 



【市長】 

我々のほうも、様々な懸念、疑問点について、市としてもしっかり説明を求めて行きたい

と思っておりますし、また住民説明会についても、対応を求めているところです。防衛省も、

県も対応するということで言っていただいておりますので、今後、開催に向けて調整をして

いきたいと思っています。 
 
【記者】 

ちょっと今のお話で、ちょっと、お話を伺っていると、防衛局のほうには、特に市長から、

時期についてとか、具体的な要望はしていないし、今後もするつもりはないっていうことで

しょうか。 

 

【市長】 

防衛局には、様々な議論があるので、しっかりとした対応を求めたい、ということを言っ

ているところであります。説明会も含めてですけれども、一つ一つの疑問について、どうい

った対応が可能なのかということを、また防衛局ないしは県に、一つ一つその対応を求めて

いきたいと思っております。 

我々も、その説明を十分に聞いて、懸念点・疑問点等を整理して、また説明を求めていき

たいなと思っております。当然、住民説明会についても、十分な対応が必要だと思っており

ますので、そうしたところの対応は、強く求めているところですし、また今後とも、そうし

た点を確認しながら、調整をしていきたいと思っております。 

 

【記者】 

住民説明会については、市長としては、対象ですとか、何カ所で行うべきだとか、そうい

うお考えは、今ございますか。  

 

【市長】 

住民説明会の開催の方法とか、そういったところも今後、調整をしていきたいと思ってお

ります。 

まずは、様々な懸念等が出ているので、そうした点についても、しっかり我々としても説

明を聞きたいと思っております。 

また、十分な対応がなされていない部分があったら、対応を求めていきたいと思っており

ます。また、住民説明会についても、今後、市民の方々にしっかりとした説明がされるよう、

やり方等を調整していきたいと思っています。 

 

【記者】 

最後もう 1 点ですね、この前の防衛局長がいらっしゃったのが 10 日で、それから 10 日



ぐらい経っているんですけれども、そこの 10 日間の間に何か、先方とやりとりされたこと

とかあれば教えてください。 

 

【市長】 

防衛省側に、オスプレイの事業の概要など、さまざまな説明を求めているところであり、

そうした事務レベルのやりとりを始めたところであります。11 月 18 日に全員協議会があり

まして、議会のほうにも説明がなされたと承知をしておりますが、我々も同じような内容の

説明を今受けているところであります。 

そうした中で、今後また、改めて、疑問点・懸念点等を我々もしっかりと考えて整理して

いきたいと思っています。 

 

【記者】 

すみません。今、ちょっとお話があった事務レベルのやりとりっていうのは、具体的にど

ういうようなことでしょうか。 

 

【市長】 

11 月 18 日に全員協議会が開催されましたが、その中でも説明があったような内容につい

て、我々も、事前に説明を受けたということであります。 

また、昨日、九州防衛局長から、防衛白書の説明が、これは例年なされているものではあ

るんですけれども、安全保障をめぐる状況の説明等があったところであります。その際も、

防衛白書の説明ということではあったんですけれども、改めて我々立地自治体ということ

でありますので、オスプレイの安全性や、様々な事故も起きているといったところもあるの

で、しっかりとした対応というのを、今後とも求めたいということを伝えておりまして、改

めて「そこは丁寧に対応する」と言った趣旨の発言があったところであります。 

 

【記者】 

オスプレイの関係なんですけれども、一つ一つの疑問について、疑問点や懸念点を整理し

て、確認しながら調整をしたいということではあるんですが、市民はその内容についても当

然、こういった整理をして、調整をしてほしいという気持ちはあると思います。 

ただ、住民の一部から要望が出ている「早くやってほしい」「12 月中にやってほしい」と

いうようなスピードのところも同時に求められているわけで、そこは佐賀市として、早くや

ってほしいんだ、ということも防衛省には伝えている、と思っていいんでしょうか。 

 

【市長】 

しっかりとした説明がなされる必要があると思っております。 

我々も、十分説明を聞く必要がありますが、当然、住民説明会についても以前から要望等



もありますし、また私からも、これまでもしっかりとした対応をということで求めてきたと

ころでありますが、住民説明会も対応してほしいということは伝えているところでありま

す。そこについても、しっかり対応するというふうに言っておりますので、どういった形で

やっていくかっていうのを、今後、速やかに調整をしていきたいと思っているところであり

ます。 

 

【記者】 

もう 1 点質問で、先ほど少し前の質問で「寄り添った対応をしてほしい」と伝えされてい

るとのお話だったかと思うんですけれども、坂井市長にとって、どういったことをすればこ

う寄り添った対応だというふうに感じられるんでしょうか。 

 

【市長】 

このオスプレイの問題は、もう話が出てから 8年ほどになるかと思いますけれども、その

間にいろんなまた、時間もたっているということもありますし、以前も住民説明会は開催さ

れたことはありますけれども、改めて、しっかり説明なされる必要があるなと思っています。 

また、われわれ立地自治体、そしてまた市議会等も十分な説明と、そしてそれに対する一

つ一つ丁寧な対応というのが求められると思っております。 

その趣旨を、私からも直接伝えているというところであります。 

 

【幹事社】 

ほかに質問ある方はいらっしゃいますか。 

 

【農林水産部長】 

すいません。 

先ほどの災害復旧の左側の写真ですけれども、場所が富士町の須田（すだ）地区というと

ころで、8 月の大雨による被害で、8月 25 日に撮影したものです。 

 

【司会】  

はい、質問もないようですので、以上をもちまして市長定例記者会見を終了したいと思い

ます。 

本日はありがとうございました。 

 


