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平成平成平成平成２４２４２４２４年年年年５５５５月月月月    市長記者会見市長記者会見市長記者会見市長記者会見    

    

平成平成平成平成２４２４２４２４年年年年６６６６月定例会月定例会月定例会月定例会のののの議案議案議案議案についてについてについてについて    

日時：平成２４年５月２８日（月）１３時１５分～１３時５０分 

場所：佐賀市役所２階 庁議室 

出席：秀島市長、総務部長    

 

 

■ 市長概要説明市長概要説明市長概要説明市長概要説明    

    

〔平成２４年６月議会案件について〕 

 

皆さんこんにちは。６月議会前の記者会見でございます。以前にお配りした６月定例会

に提案しています案件一覧（（（（資料資料資料資料：：：：平成平成平成平成２４２４２４２４年年年年６６６６月定例会案件一覧月定例会案件一覧月定例会案件一覧月定例会案件一覧））））というのがございま

すが、お持ちでしたらこれをご覧になってください。 

 

当初で送付する議案件数については１８件でございます。議案がそのうちの１２件で、

報告が６件。議案の内訳は予算が２件、条例案件が３件、その他７件。 

主なものだけ私のほうから説明をさせていただきまして、総務部長のほうから補足しま

す。 

 

まず条例関係でございます。「「「「佐賀市佐賀市佐賀市佐賀市神水神水神水神水
し お い

川川川川
がわ

公園条例公園条例公園条例公園条例」」」」。これは富士町で公園整備をして

いる部分です。ダムとも関係がございました。富士町に造っております神水川公園。ここ

に運動広場、それからパークゴルフ場でございます。これに関します条例を、今回、提案

し制定をするというものでございます。 

 

〔平成２４年度６月補正予算（案）の概要について〕 

 

続きましてあとは予算関係に入らせていただきます。こちらのほう（（（（資料資料資料資料：：：：平成平成平成平成２４２４２４２４年年年年

６６６６月補正予算概要月補正予算概要月補正予算概要月補正予算概要（（（（パワーポイントパワーポイントパワーポイントパワーポイント資料資料資料資料））））））））をお持ちでしょうか。これで説明をさせていた

だきます。まだ平成２４年度も始まったばかりで、大部分のものについては当初予算で計

上しております。今回補正する部分については緊急的なものです。どうしても追加でださ

なければならないものに的を絞っておりますので数も少のうございます。 

今、予算額は一般会計８２８億円でございます。今回補正をお願いする部分は 1 億７，

９００万でございます。補正後の額は８２９億７，９００万を予定しているところでござ

います。 
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それでは、その主なものを説明させていただきます。１つに「「「「中心市街地中心市街地中心市街地中心市街地公共的団体等公共的団体等公共的団体等公共的団体等

移転整備事業移転整備事業移転整備事業移転整備事業」」」」がございます。新商工ビルを建設予定で、今関係機関と協議を重ねており

ます。信用保証協会も入居をするという方向に決定をさせていただきましたが、そういっ

たもので新しいビルが建設されますが、駐車場が心配されております。すぐそばに民間が

お持ちの土地がございますので、その土地と中央大通り沿いに佐賀市が土地を求めたもの、

それを交換したいということで、佐賀市が求める部分の土地の予算を９，７８７万円とい

うことで今回議会に提案するものでございます。 

 

それから２つ目でございます。「「「「障害者虐待防止対策支援事業障害者虐待防止対策支援事業障害者虐待防止対策支援事業障害者虐待防止対策支援事業」」」」です。これは障害者の虐

待防止法の施行に伴いまして障害者虐待防止センターの設置など、また緊急一時保護等の

措置に要する経費としてお願いする分でございますが１，３３７万円です。 

 

それから３つ目が「「「「諸富文化体育館諸富文化体育館諸富文化体育館諸富文化体育館駐車場整備事業駐車場整備事業駐車場整備事業駐車場整備事業」」」」であります。諸富の文化体育館は

かなりの頻度で使われておりますが、駐車場が非常に不足がちでございます。幸いにして

体育館の南に、今、田んぼでございますがその土地を寄付していただいた部分がございま

す。その土地を有効に利用させていただくということで、その土地を駐車場に切り替えて

いく経費４，７００万円でございます。 

 

それから４つ目でございます。「「「「文化会館文化会館文化会館文化会館バリアフリーバリアフリーバリアフリーバリアフリー整備事業整備事業整備事業整備事業」」」」でございます。ここに

も書いていますが、平成２４年１１月２３日から２５日の間、佐賀市の文化会館をメイン

会場として、「第１２回全国障害者芸術・文化祭さが大会」が催されることになっています。

現在もバリアフリー対応をしていますが、そのバリアフリーの度合いをもう少し高めたい

と。また、そうしてほしいという要望も出ておりますので、それに要する経費として９２

０万円を今回補正としてお願いするものでございます。 

 

■ 総務部長補足説明総務部長補足説明総務部長補足説明総務部長補足説明    

    

それでは私のほうから若干の補足といたしまして、条例議案の中で「「「「佐賀佐賀佐賀佐賀市職員市職員市職員市職員自己啓自己啓自己啓自己啓

発発発発等等等等休業休業休業休業にににに関関関関するするするする条例条例条例条例」」」」を提出しております。これにつきましては職員の自己啓発を高め

る為に、大学等の課程の履修ですとか、国際貢献活動ということを念頭に置きながら、大

学につきましては２年以内、大学院の場合は特に３年ということもありますし、また国際

貢献の場合につきましても３年以内ということで、休業を認める条例を提出するものでご

ざいます。そういった中で職員のスキルアップを図っていきたいと思っているところでご

ざいます。 

 



  平成２４年５月 市長記者会見 

  3/9 

それから先ほど市長が申しました「「「「佐賀市佐賀市佐賀市佐賀市神水川公園神水川公園神水川公園神水川公園条例条例条例条例」」」」（（（（資料資料資料資料：「：「：「：「佐賀市神水川公園佐賀市神水川公園佐賀市神水川公園佐賀市神水川公園

条例条例条例条例」」」」記者会見資料記者会見資料記者会見資料記者会見資料））））でございますけれども、こちらは先ほどパークゴルフ場というふう

に申しましたが、５コース４５ホールを公式の試合が出来るような形で整備をさせていた

だくということで、使用料が大人については１日８００円、中学生以下を半額というふう

な形で、来春のオープンを目指して今整備をしているところでございます。北部九州にお

きましてはこれが整備されますと最大級のパークゴルフ場が完成するというような形にな

ってきて、地元の古湯温泉と連携しながら北部中山間地域の活性化に繋げていきたいと、

このように考えているところでございます。 

 

あと最後に市長が申しました「「「「諸富文化体育館駐車場整備事業諸富文化体育館駐車場整備事業諸富文化体育館駐車場整備事業諸富文化体育館駐車場整備事業」」」」でございますけれども、

駐車場につきましては、平成２１年４月に今回の寄附者からいただいておりました寄付金

も活用し、今回寄付していただいた土地に約１９０台程度の駐車場を整備しながら、これ

までの既存６０台分と合わせまして２５０台程度に整備していきたいということで地域の

混雑緩和に役立てていきたいというふうに考えているところでございます。 

以上が私からの補足説明となります。 

 

■■■■    質疑応答質疑応答質疑応答質疑応答    

 

（記者） 

まず中心市街地の関係で信用保証協会も入居するということで、この間決まったと思い

ますけど、それに対する受け止めをお願いします。 

 

（市長） 

ご存知のように今、県庁前の商工会館の中に信用保証協会がずっと前から事業を進めて

いただいております。今回、ＮＨＫさんを含めたところでの再築、中心市街地へ出てきて

もらうと、そういう中で現在の商工会館が新しく白山の方に進出をする。そして新商工ビ

ル、これは仮称ですが、そう呼ばせていただいております。 

保証協会は、仕事の関係上やはり駐車場の環境を含めて自社ビルがほしいという要望が

強いということでございましたが、街づくりに寄与してほしいと。そして駐車場等望まれ

る部分についてはできるだけその条件を満たすように努力をするというようなことで、先

ほど説明しましたような形で、すぐ近くに駐車場が見つけられると。そういった部分を利

用して相対的な駐車場計画はクリアできるのではないかと。そういうことで、今回一緒に

ビルに入りましょうということで了解をこの前の理事会でいただきました。そういうこと

になってきますと、こちらの方も全体的なビルの建築計画というのが、構想というのがだ

いたいまとまってまいりますので１日でも早くまとめ上げて、そして着工をしてそしてあ

の付近一帯に人の流れを増やしたいと、そういうことで考えています。 
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そういう意味では保証協会が加わっていただいたというのは市にとっても非常にありが

たいことだと感じているところです。 

 

（記者） 

全体的なビルの構想がまとまるというのは、どういった意味になるのでしょうか。 

 

（市長） 

今、商工会館で執務をされています部分、結構な面積を持っておられます。それを除い

て新しいビルを考えるのか、それを含んだところで考えるのか、やはりビルの建築構想の

中に大きく響いてまいりますので、私達としてはお待ちを申しておりました。その他、佐

賀中部広域連合、いわゆる介護保険関係の事務所もそちらのほうに入ってくるとか、ある

いは内部で議論していますが、市の行政の事務の一部分をそこに進出をしていこうと、そ

ういう合築ビルになってまいりますが、そういうところで人の出入りが出てまいります。

また当然そのことがあの周辺一体での歩く人を増やすことにも繋がるということになりま

す。 

 

（記者） 

あと文化会館バリアフリー整備事業ですけれども、整備する箇所は色々と地元の方の要

望もあったということですけれども、例えばどういったところが強く主張されていたんで

しょうか。 

 

（市長） 

これは、専門の先生にもう一回精査をしていただきまして、そして障がい者の方がたく

さんお見えになるとやはり数的なものが不足する部分がございます。照明関係でも不足す

る部分がございましたので、そういったものを補強するということで今後文化会館がかな

りバリアフリーの施設改善が進んだ建物として有効に使えるということでございます。詳

細については、部長のほうから説明をさせます。 

 

（総務部長） 

私のほうから主な改修点としましては、やはり駐車場等を結ぶスロープの改修とか、点

字誘導ブロックをさらにレベルを上げるというような形でしておりますし、また今回イベ

ントがございますので、今までは観客者のみなさんが障がい者で来られるという発想でし

たけれども、今度は、障がい者のみなさんがステージに上がられるということでございま

すので、それに合わせたステージ・楽屋裏の改修も含めて予定をしておりますし、また手

すり等もさらに使いやすさを目指したということでございます。平成１７年に一回改修を

しておりましたけれども、先ほど言いました利用者側ではなくて、出演者側としてたくさ
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んの障がい者の方が来られますので、それに配慮したような形でのバリアフリーの整備を

するということでございます。 

 

（記者） 

１１月２３日に間に合わせるのは当然だと思いますが、だいたいいつ頃から始まってい

つ頃終わるという予定になっているんでしょうか。 

 

（総務部長） 

 ６月補正の予算が通りましたら直ちに着工させていただいて、１０月いっぱいまでに

終了していきたいというふうに考えているところでございます。 

 

（記者） 

 諸富文化体育館の駐車場の件なんですが、かなり拡大されることになると思うんですけ

れども、最大の利用者数というのはどの程度になるかっていうのを知りたいですけど。 

 

（スポーツ振興課長） 

 だいたい年間に７０日程度、大きな大会や地元の家具祭、町民文化祭や成人式などが行

われておりますが、現在利用しておりますのは３２５台ほど周辺の駐車場を利用して使っ

ております。ただ既存の駐車場が６０台。その隣にコニュニティー広場というのがありま

して、そこが７０台ぐらいしかありませんので、それを増設するという形になります。 

 

（記者） 

 ごみ焼却場の統合問題の件で９月議会に議案を提出する予定というふうに言われていま

したが地元の合意をだいたいいつまでにどのようにとられるのか、お考えをお聞かせくだ

さい。 

 

（市長） 

 ごみ処理施設の統合はご存知だと思いますが、２段階に別けて統合します。まずは富士・

大和、そして後で南のほうのごみまで統合させていただく、その時点でまた再編をすると

いう中身でございますが、やはり行政側の考えだけではなく、ごみ処理施設に関係するみ

なさん達の同意というのも必要になってまいります。 

またそれがオーケーということになりますと、今度はごみを排出するほう、一般家庭で

すね、市民のみなさんたちにも十分説明をしなければ内容が変わりますので、そういった

期間が必要だということで９月議会に提案して来年の春から統合という段取りを考えてお

ります。 

そういうところで今回関係する地域の皆さん達に、説明をしたいということで、第一弾
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として代表者に集まってもらったところでこういう話し合いをさせていただきたいという

申し入れをしたところであります。最初は６月１日から地域の説明会に入らせていただく

予定で進んでおりますが、地域での説明を終えて、そして同意を得ながら次に進ませてい

ただくということで、具体的な日程はこちらのほうで一方的に今決められるわけではござ

いませんので、だいたい９月議会に提案できるように地元に説明をさせていただく期間を

６月の初めから予定しているところでございます。 

 

（記者） 

 当然反発も予想されるとは思いますが、新たな振興策とかいうものを現在考えていらっ

しゃいますか。 

 

（市長） 

 これは以前から出されておりました。それで特に久保田のごみをこちらのほうで処理す

ることを約２年前に了承していただきましたが、そのときに地域の環境整備等の改善など

の要望が出ました。それをまとめて今、実行に移しているところであります。当然地域差

はいくらかあります。そういう中で今回提案をさせていただくわけでございますが、ごみ

処理施設の近くにサッカーグランウンドを造らせていただく。これはサガン鳥栖を支援す

る手段として、鳥栖市さんが今まで県と一緒になってメインでやってこられましたが、Ｊ

１に昇格をされました。かなり経営的にも厳しい部分がサガン鳥栖にもありますので、や

はりバックアップ体制が必要だということで鳥栖市さんも頑張っていただいておりますが、

色んな面で佐賀市も元気になると思いますので、お手伝いをさせていただこうということ

でサッカーチームの練習グラウンド、特に若手を育てる為の練習グラウンドが不足してい

るというような話も聞いておりますので、それでは佐賀市で受け持ちましょうと。 

もう一つは、佐賀市のサッカー愛好家の皆さんたちからも要望が出ておりました。佐賀

市にはそういうグラウンドが不足しているということでしたので、そういったものを合わ

せて利用できるようなものを平尾地区の環境整備の一環として取り組ませていただくと。 

あと、まだあの周辺の環境整備と申しますか発展の為に寄与するようなものをいろいろ

議論をさせていただいております。北側に予定されております工業団地。その工業団地の

一部を活かした活性化ができないだろうかと、担当部署で検討しているというところでご

ざいます。 

 

（記者） 

先ほどの、サッカーグラウンドの整備の件と、工業団地の整備の件は、受け入れに対す

る振興策という認識ですか。 

 

（市長） 
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工業団地は必ずしもあの辺り一帯の受け入れを前提とした支援策、環境整備策というこ

とだけではございません。佐賀市全体の雇用を伸ばすということで、大和の方に土地が決

まりましたので、そういったものにも活かせたら、ということであります。 

 

（記者） 

後は受け入れる事によって新たにする振興策というのは、今のところ無いと。 

 

（市長） 

ごみを新たに受け入れるということでしょうか。南とか、富士、大和とかですね。そう

いったごみを統合して処理をするということでこういったものを整備しますよというもの

はございません。 

 ただそういったものに寄与するであろうということが言えるのは、先ほど申しましたサ

ッカーのグラウンド、あるいはサッカーに関しますクラブハウス等の整備になります。あ

と、余熱の利用などがこのあと違う形で出てくるかどうかですね。 

 

（記者） 

 最後、あえてごみの受け入れについて地元の方の合意を取ろうとされる理由をお聞かせ

ください。 

 

（市長） 

合意を取ろうとする理由。これは佐賀市に限らずそういう施設を持っているところでは、

地域の皆さん達のご協力やご理解というのが必要であると思います。それがないと、首長

だけがぱっと手を上げて何々をしますとそういう風に軽々しく言えるものでは無いと思い

ます。それだけ重い施設、また地域の皆さん達との信頼関係があって成り立つ事業だと思

います。 

 そういう中で佐賀市も取り組ませていただきますが、佐賀市は施設を作るときに、その

当時の佐賀市のごみ、旧佐賀市の地区外のごみは受け入れないといった趣旨の協定を結ん

でおります。 

もちろんその当時（平成１１年）は市町村の合併の話はまだ出ていないころの話です。

そのころは、県の方で県内のごみ処理施設の集約ということで、４ブロック等に分けてし

たらどうかという内部の議論はあっていたようにも聞いておりますが、そのような情報は

佐賀市には入ってはいませんでした。そういう状況での協定書です。その後市町村合併が

ございました。また、私達のところも２度にわたるごみの削減ということで、ごみ処理に

要する経費の負担とか、あるいは環境に与える負荷を軽減させるためにごみの減量化を行

い、かなりごみの量が減ったため、施設そのものに余裕ができていること、それから協定

を結ぶ時点で予定をしていなかった町、村が加わったということで、同じ佐賀市のごみと
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いうことで処理を願いたいと。片方では大和の炉がかなり傷んでおります。作ったのはま

だ新しいわけでございますが、大きな改修を迫られて、まもなくしなければならないよう

な時期に迫っています。その他のごみ処理施設もそれなりの傷みが出ておりますので、そ

ういったところに修理費等の負担をするのではなくて、大きな炉で能力的に余裕があるな

らばそちらのほうで処理をさせていただきたいというのが一つです。 

それともう一つはごみの発電の問題です。佐賀市が運営している４カ所のごみ処理施設、

周りの富士・大和、それからまた川副の部分については施設そのものが規模が小さいので

発電装置はございません。一番後に造りました旧佐賀市の処理施設、高木瀬にありますが、

これは発電装置を持っています。周りのごみを持ってきて、一緒に処理をしたら１，８０

０世帯分くらいの家庭で使える電力を新たに上乗せして発電ができます。そういうメリッ

トもございますので先ほど申しました協定はありますが、協定の内容を変えていただきた

いというのが今回の趣旨でございます。 

 

（記者） 

ありがとうございます。 

 

（記者） 

国の方で、地方分権改革の一環で義務付け枠付けの見直しというのを行われたと思いま

すが、それに関して道路の関係や条例の見直しというものを各地でこれからどんどんされ

ていくと思いますが、佐賀市としては、どういうスケジュールでやっていきたいとか、現

状ではどのようになっているでしょうか。 

 

（総務部長） 

 個別の案件に付きましては、個別の状況で話さざるを得ないと思いますが、国の対応に

つきましては十分内部でも周知しておりますし、各課の段階で対応しておりますので、今

の一次二次については大丈夫だというふうに思っていますが、今後また新たな形で出てく

ると、条例化というよりもそれに伴った予算や人の対応という、そういった部分のほうが

過大になってくるのではないかなと思っていますので、今後の国の動向を注目していると

ころです。 

 

（記者） 

先ほどのごみ施設の処理の件でもう一つ。地元は当然協定を盾にしてかなり反発して来

られるというのは分かっておりますが、２年前、久保田のごみを統合するときに、この協

定の存在について市長は紳士協定の一種であるという風に答弁されたと記憶していますが、

改めて協定書の存在と、その法的拘束力についてどうお考えかご見解をお願いします。 
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（市長） 

協定書の法的な拘束力等が、十分あるということはわかっています。またそれ以前に、

先ほど申しましたとおりに地元との信頼関係、それをまとめあげたのが協定ということで

あります。だから、これを一方的に破るということになりますと、これは信頼関係そのも

のを崩すということになります。だから、してはならないことだということが原則あると

思います。そういう中で、しかし、協定を結んでいるけれども、その内容に変更をお願い

したいこと、また、変更しても地域の環境等に迷惑をかけなくて済みそうな内容について

は、やはり提案を行ってよろしいのではないかという風にも思います。そういう意味での

今回は提案でございます。 

 

（記者） 

それではもう一点、いただきました資料とは別のものだと思うのですが、公営企業の業

務の状況というものをいただきましたが、市の交通局の資料がありまして、市バスの輸送

人員が昨年度からおよそ２７，０００人減りまして、利用状況があまり芳しくないように

も見受けますが、市の交通局の今回の決算についてコメントをお願いします。 

 

（市長） 

総務部長が把握で来ている分を説明しますが、一つは乗客が減っているということでご

ざいますが、一番大きなのは、やはり昨年のバルーンの大会で雨にたたられたというのが

かなり影響しているのではないかと思うわけですが、通常の部分については、今までは少

しずつ伸びていました。２パーセントほどですが平成２３年度では落ちているという数値

ですね。これは、そういう部分の他に大きな要素があるのかどうか、そこは聞いていませ

ん。 

 乗客の数は、数値的にはとんとんか少しくらい黒というようなことを私は報告を受けて

います。 

 

（総務部長） 

すみません、私も乗客の動向について詳細は把握しておりませんけれども、決算ベース

でみますと、先ほど市長も申しましたとおり昨年同様か、若干の微増ではないかというよ

うな報告を受けておりましたので、ちょっと乗客の数の推移までは把握しておりません。 

 


