
佐賀市議会定例会議案説明 

（平成２５年２月２６日） 

 

本日、平成２５年２月定例会の開会に当たり、市政運営に取り

組む私の所信の一端を申し述べますとともに、提案いたしました

諸議案について、その概要を御説明申し上げ、議員各位並びに市

民の皆様の御理解と御協力を賜りたいと存じます。 

 

さて、平成２５年度は、佐賀市長としての二期目の総括の年で

あります。私が二期目の就任時に、市民の皆様にお約束したこと

を成し遂げる重要な年と考えております。 

 

私は、合併後の最初の市長として就任以来、「現場１００回」

や「公平・公正」な市政運営を基本とし、各地域で「市長と語る

会」を開催するなど、市民の皆様との対話を続けながら市政のか

じ取りを行ってまいりました。 

 

その最大の目的は、縁あって合併したそれぞれの地域が、お互

いの地域を尊重し、理解し合いながら、２４万の佐賀市民が一体

となって「新しい佐賀市」を造り上げていく気運を醸成していく

ことでした。 

この目的は、議員の皆様、また、市民の皆様の御理解と御協力

により達成に向かっているところであり、このことにつきまして

は、あらためて皆様方に感謝申し上げる次第でございます。 

 

また、二期目の政策方針としては、「暮らしやすいまち・さ

が」の実現のため、「地域力アップ」、「安心、安全を一番に」、

「教育の充実」、「佐賀市の経営」の４つの決意を掲げ、その実

現のために取り組んでまいりました。 
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今までの取組について、いくつか挙げさせていただきますと、 

 

１つ目の「地域力アップ」への取組としまして、 

・中心市街地への公共的施設の誘致 

・地域コミュニティの推進 

２つ目の「安心、安全を一番に」への取組としまして、 

・国、県及び市内下流域の皆様との連携による浸水軽減対策 

・防災総合システムや防災備蓄品の整備 

３つ目の「教育の充実」への取組としまして、 

・発達障がい児を支援する「生活指導員」の増員 

・子どもの医療費助成の拡大 

４つ目の「佐賀市の経営」への取組としましては、 

・市税及び国保税の収納率向上 

・ごみ処理施設の統合 

などがあり、相対的には、おおむね順調に推移していると判断

しております。 

 

さて、昨今の経済情勢は、円高が一服し株価が上昇するなど、

国民経済に明るい兆しが見え始めております。内閣府が発表した

１月の「月例経済報告」では、我が国の経済の基調判断について

「景気は、弱い動きとなっているが、一部に下げ止まりの兆しも

みられる。」と、景気の先行きについては「輸出環境の改善や経

済対策の効果などを背景に、再び景気回復へ向かうことが期待さ

れる。」と、表現されております。 

 

しかし、雇用や所得環境の停滞、いまだデフレスパイラルから

脱却できていないことなどの懸念材料により、依然として国民生

活の不安が続いているのも事実であります。 
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一方、地方を取り巻く状況は、人口減少社会の到来、自然災害

の頻発、社会保障関係費の自然増など、非常に厳しい社会情勢下

にあります。 

 

本市におきましても、待機児童数や生活保護受給者数の増加、

また、高齢化等による医療費や介護費の増加などにより、歳出に

おける扶助費が増大し、財政的に厳しい状況となっております。 

 

このような中で、「市民の皆様の生活を最優先に」との思いの

下、行政として何をなすべきかを真摯に受け止め、市民生活や企

業活動を支えるための事業展開が必要であると考えているところ

でございます。 

 

以上を踏まえ、平成２５年度において特に重点課題として取り

組む項目として、以下の５項目について述べさせていただきます。 

 

１点目は、「くらしの安心・安全と環境にやさしいまちづく

り」でございます。 

 

まず、｢くらしの安心・安全｣への取組といたしまして、突発災

害にも迅速に対応できるよう、防災・減災体制の強化に取り組ん

でまいります。 

 

昨年の九州北部豪雨により、熊本、大分、福岡の各県において

大きな被害がもたらされ、佐賀市においても１時間に９１ミリと

いう記録的な大雨が降り、避難勧告や避難指示を出す事態となり

ました。 
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浸水軽減対策については、これまでも重点的に取り組んでまい

りましたが、平成２５年度は平野部の排水対策として「佐賀市排

水対策基本計画」を策定し、市内の浸水被害の軽減を図ってまい

ります。 

 

また、これからは、家庭や地域において「自分の身は、自分で

守る。」、「自分たちの地域は、自分たちで守る。」という意識

が重要となってまいります。そこで平成２５年度は、市民の皆様

への防災意識の啓発や自主防災組織の育成強化など、「地域の防

災力」を高める事業を展開し、それぞれの地域で自助・共助の体

制を整え、これに公助を加えて災害に強いまちづくり、安心・安

全なまちづくりを進めてまいります。 

 

次に、「環境にやさしいまちづくり」への取組といたしまして、

ごみ焼却施設から発生するエネルギーの有効活用を図るなど、更

なる循環型社会の構築を目指します。 

 

具体的には、バイオマスエネルギーの更なる活用を進めるため、

佐賀市清掃工場のごみ処理過程から発生する二酸化炭素を回収し、

これを農業などに有効活用するシステムの研究を始めます。この

取組により、地球温暖化の原因となっている二酸化炭素の排出削

減だけでなく、低炭素社会や循環型社会システムの構築にもつな

げていければと考えています。 

 

２点目は、「経済・産業の活性化と街なか再生」でございます。 

 

まず、｢経済・産業の活性化｣への取組といたしまして、国内の

観光市場が縮小する中、海外からの観光客誘致に取り組むなど、

成長著しい東アジアを見据えた国際戦略を展開します。 
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特にバルーンは、佐賀市の観光資源としての大きな柱であり、

海外からの観光客も期待できることから、平成２８年に開催され

る「第２２回熱気球世界選手権」を佐賀市に誘致するための活動

を行います。さらに、バルーンのフライトシーズンは限られてい

ることから、年間を通じた集客を図るため、バルーンに関する情

報発信等を行う「バルーンミュージアム」の基本構想を策定しま

す。 

 

次に、「街なか再生」への取組といたしまして、引き続き「４

核構想」に基づく公共的施設の誘致に取り組み、街なかのにぎわ

い創出に努めてまいります。 

 

「４核構想」に基づく公共的施設の誘致につきましては、既に

ハローワーク及び佐賀県国民健康保険団体連合会を中心市街地に

誘致いたしました。さらに、平成２３年にＮＨＫ佐賀放送会館及

び佐賀商工会館を中心市街地に誘致する基本合意を関係機関と締

結し、これに伴い、間もなく新商工ビル（仮称）の建設に着手い

たします。４核構想の拠点となる施設が整備されることで、街な

かの活性化につながるものと期待しております。 

 

３点目は、「健康づくりの推進と福祉の充実」でございます。 

 

まず、｢健康づくりの推進｣への取組といたしまして、健康で長

生きできることは私たち全ての願いであることから、市民一人ひ

とりが、健康で安心して生活ができるように、年々増加している

生活習慣病の予防対策を強化し、生活の質の確保及び向上に努め

ます。 
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生活習慣病の予防対策につきましては、専門職である保健師を

地区担当制とし、地域及び市民一人ひとりを個別にサポートする

体制を構築します。これにより、今まで以上にきめ細かな保健指

導による生活習慣病の改善支援、また、地域の特性に合わせた健

康づくりの支援を充実させてまいります。さらに、佐賀市医師会

等の御協力を得ながら生活習慣病予防に力を注いでまいります。 

 

また、市民スポーツの更なる振興や、昨年Ｊ１に昇格し５位と

いうすばらしい成績で私たちに大きな感動を与えてくれたサガン

鳥栖を佐賀県全体でサポートしていくため、健康運動センターの

南側に天然芝と人工芝のサッカー場等を整備いたします。 

 

次に、「福祉の充実」への取組といたしまして、生活保護受給

者が毎月増加している中で、新たな就労支援の強化に努めてまい

ります。 

 

昨年は、増加する生活保護受給者等に対する自立支援策といた

しまして、市役所本庁舎内に「えびすワークさがし」を設け、求

職活動の促進を図ってまいりました。平成２５年度は、特に若年

者に対する就労支援の強化として、引きこもり等の問題を抱えた

生活困窮世帯の若年者に対して家庭訪問等を行い、社会生活や経

済的な自立支援に取り組んでまいります。 

 

４点目は、「子育て支援と未来を担う人材の育成」でございます。 

 

まず、「子育て支援」への取組といたしまして、子育て世代が

安心して子どもを生み育てることができる環境整備に努めます。

特に、保育需要が増加傾向にあることから、待機児童の解消を目

指し、子育てと仕事の両立につながるような支援を行います。 
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これまでも待機児童の解消策については重点的に取り組んでま

いりましたが、今年の春に移転する佐賀県立病院好生館の敷地内

に社会福祉法人が認可保育所の分園を設置し、平成２５年度から

定員を３０名として運営を始めることとなるため、当該分園の運

営に係る経費の一部を補助することとしております。 

今後も、新たな待機児童の解消策や、子育てに係る組織の再編

を行うなど、子育て支援の更なる充実を図ってまいります。 

 

次に、「未来を担う人材の育成」への取組といたしまして、全

ての子どもたちが楽しく学校に通い、意欲的に学ぶことができる

学校づくりを推進してまいります。特に、子どもの学力の向上を

図るため、情報化などの時代の潮流に対応した教育環境の整備に

努めます。 

 

具体的には、子どもたちの「集中力」や「学習意欲」を高める

と言われている電子黒板を市内の全小学校の４年生から６年生ま

でを対象に整備いたします。この電子黒板につきましては、今後

３年計画で、市内の全小中学校の教室に整備していくこととして

おります。 

 

ただ、ＩＣＴの時代にはなってまいりましたが、私たちが忘れ

てはいけないのは「心の教育」だと思っております。私は、常々、

子どもたちには自分が生まれ育った佐賀に「誇り」と「愛着」を

持ってもらいたいと思っており、これまで同様、「子どもの心を

育む」教育環境も大事にしていきたいと思っております。 

 

５点目は、「地域や行政との絆づくり」でございます。 
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まず、「地域の絆づくり」といたしまして、住民主体のまちづ

くりを進めてまいります。 

 

住民ニーズの多様化等により、従来のような画一的なサービス

では全ての課題に的確に対応していくことが困難になっておりま

す。そのため、市民の皆様や市民活動団体の方々の参画を促進す

るなど、新しい協働の仕組みづくりを進めてまいります。 

 

その一環として、自立した地域社会を構築するため、自治に関

する基本的な理念や市政運営の基本的事項等を定めた「自治基本

条例」の制定を目指します。 

 

また、平成２３年度から、住民自らが地域の課題に向き合い、

行政と一体となって解決する仕組みを構築する地域コミュニティ

推進事業を開始いたしました。これまで各モデル校区で取り組ま

れている「校区の夢プランづくり」など、地域の課題解決や活性

化に向けた取組を支援してまいりましたが、平成２５年度もモデ

ル校区を拡大しながら、継続的に地域コミュニティを発展させる

仕組みについて、地域の皆様と行政とが一体となって、検討を行

っていきたいと考えております。 

 

次に、「行政との絆づくり」といたしまして、多様化する住民

ニーズに応えていくためには、市役所のサービスの向上も不可欠

であるため、住民視点でのきめ細かなサービス体制を強化し、市

民の皆様の「困りごと」を解決する市役所を目指してまいります。 

 

佐賀市は、平成１３年に「総合窓口」を設置し、市民サービス

の向上を図ってまいりましたが、総合窓口の設置から約１０年が

経過し、新たな課題も発生しております。 

－ 8 － 



 

そこで、福祉の相談窓口の充実のための検討など、市民の皆様

がきめ細かなサービスを受けることができるように、窓口業務の

改善や、業務の整理・効率化等の総合的な検討を行います。 

また、市民の皆様からの問合せ先が分からない相談やお尋ねへ

の対応を充実するため、シルバー人材センターが新設する「市民

生活ガイド支援センター（仮称）」の運営に対して助成を行いま

す。これまで手の届かなかった市民の皆様の困りごと等を解消し、

市民サービスの更なる向上を図ってまいります。 

 

以上、平成２５年度において特に重点的に取り組む課題につい

て述べさせていただきました。 

 

さらに、本市は、平成２６年４月の特例市への移行を目指して

準備を進めております。特例市への移行により、更なる地方分権

を推進し、自己決定・自己責任による積極的なまちづくりを進め

たいと考えております。 

 

今後とも、「現場１００回」や「公平・公正」を基本に、「暮

らしやすいまち・さが」を実感していただけるよう、また、市民

の皆様の「安心・安全な暮らし」を支援できるよう全力を尽くし

てまいりたいと考えております。 

 

以上、新年度の施政に対する私の所信を申し述べました。この

他にも、様々な行政課題がございますが、本市の発展のために全

力で取り組んでまいる所存でありますので、議員各位並びに市民

の皆様の御支援と御協力をお願い申し上げます。 
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＊                    ＊ 

 

それでは、平成２５年度の予算議案について御説明申し上げます。 

 

国の経済状況につきましては、先ほど述べましたように、明る

い兆しが出てまいりました一方で、輸入品の値上がりなどで、消

費活動への波及には至っていない状況であります。 

 

また、地域経済は、景気回復へ向けた実感がなく、依然として

厳しい状況に置かれております。このことは、地方税や地方交付

税の原資となる国税５税の伸び悩みを通じて、地方財政の巨額の

財源不足の継続につながるのではないかと懸念しております。 

 

こうした状況から脱却するためには、何よりも地域の元気を創

出し、地域経済の成長に向けた取組を促していく必要があると認

識しております。 

 

そこで今回の予算編成におきましては、「地域の元気を創出す

る」ことを念頭に置き、重点課題への取組を更に強化するととも

に、地域経済の活性化を図るため、投資的経費につきましても昨

年度を上回る額を計上いたしております。 

 

一方で、限られた財源を最大限に活用するという観点から、経

常的な経費の見直しを実施し、また、社会資本整備に資する事業

に関しましては、後年度における負担に十分留意しながら市債の

活用を図るなど、健全な財政運営にも配慮しつつ予算編成を講じ

たところであり、 

 

当初予算案の規模を、 
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・一般会計は、昨年度の当初予算と比べ、約２４億円、２．９％

の増で８５２億円 

・特別会計は、約１２億円、３．７％の増で約３２１億円 

・企業会計は、約１６億円、６．５％の減で約２２３億３，１００

万円 

としております。 

 

では、はじめに、第１号議案「一般会計予算」について、重点

課題として先に述べましたもの以外の主な事業を、総合計画の主

な施策ごとに御説明申し上げます。 

 

まず、「農林水産業の振興」といたしまして、 

 

○ 「森林・林業再生拠点づくり事業」に取り組みます。 

この事業は、市産木材の供給・加工・流通の拠点として、佐

賀市産木材供給・加工センター（仮称）を整備する富士大和森

林組合に対し、その整備に要する費用の一部を助成するもので

あります。 

これにより、市産木材の安定供給と利用促進を図り、あわせ

て計画的な間伐等の森林施業につなげることができ、林業の活

性化に寄与するものと考えております。 

 

次に、「中心市街地の活性化」といたしまして、 

 

○ 「恵比須ステーション設置支援事業」を実施します。 

この事業は、日本一の数を誇り、佐賀の貴重な地域資源であ

る恵比須像の歴史や魅力を紹介するための情報発信拠点を設置

する市民団体に対し、その設置に要する経費の一部を助成する

ものであります。 
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これにより、年間を通じて観光客等を街なかに呼び込むこと

ができるとともに、恵比須像を活かした活発で継続的な街づく

り活動を促進し、中心市街地の活性化に寄与するものと期待し

ております。 

 

また、「障がい者の自立支援」といたしまして、 

 

○ 「障がい者就労施設等販路拡大支援事業」に取り組みます。 

厳しい経済情勢の下、授産商品等の販売額は伸び悩んでいる

状況にあります。このため、障がい者就労施設を運営する社会

福祉法人等で構成された団体が実施する商品開発、潜在的な販

路の掘り起こしなど、販路拡大に向けた取組を一体的に支援す

るための経費を計上いたしております。 

これにより、授産商品等の販売額の向上を図り、障がい者の

収入向上を目指すものであります。 

 

さらに、「都市緑化の推進」といたしまして、 

 

○ 「都市公園施設長寿命化計画策定経費」として、本市が管理

する都市公園５５か所にある公園施設の適切な管理と長寿命化

を目的とする「都市公園施設長寿命化計画」の策定経費を計上

いたしております。 

これにより、公園施設の安全性の確保と機能保全を図るとと

もに、効果的で効率的な維持管理体制を確立することができる

ものと考えております。 

 

次に、「環境の保全」といたしまして、 
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○ 「洞鳴
どうめき

の滝小水力発電活用事業」に取り組みます。 

この事業は、三瀬地区の「洞鳴
どうめき

の滝」にある民間の水車を

再生し、小水力発電施設として整備するものであり、今回は、

設計等に要する経費を計上いたしております。 

これにより、環境教育の拠点の一つとして活用することがで

きるとともに、環境保全に対する市民の皆様の意識の高揚を図

ることができるものと考えております。 

 

また、「子育て支援の充実」といたしまして、 

 

○ 「私立保育園整備助成経費」として、新たな認可保育施設を

建設する学校法人江
こう

楠
なん

学園に対し、その建築に要する費用の

一部を助成するための経費を計上いたしております。 

これにより、近年増加している待機児童の解消と児童の保育

環境の向上を図ることができるものと考えております。 

 

さらに、「文化芸術活動の振興」といたしまして、 

 

○ 「市民芸術祭開催事業」に取り組みます。 

文化芸術への市民の皆様の関心を高めるためには、住む地域

や年齢層、経験を問わず、多くの市民の皆様が文化芸術に親し

む機会づくりが必要であります。 

そこで、今回は、新たに「佐賀市民芸術祭」を開催する佐賀

市民芸術祭実行委員会に対し、その開催に要する経費の一部を

助成することとしております。 

これにより、市民の皆様が多彩で優れた文化芸術に触れるこ

とができ、文化芸術活動の振興につながるものと期待しており

ます。 
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最後に、「効果的・効率的な行政経営の推進」といたしまして、 

 

○ 「総合計画策定事業」に取り組みます。 

現在の「第一次佐賀市総合計画」は、平成２６年度をもって

終期を迎えるため、平成２７年度以降における本市のまちづく

りの指針を示す「第二次佐賀市総合計画」の策定経費を計上い

たしております。 

計画の策定に際しましては、市民の皆様の御意見を反映させ

るために、市民意向調査をはじめとして、地域審議会や総合計

画審議会への諮問など、幅広い意見の集約を図りながら、策定

することといたしております。 

これにより、計画的かつ効率的な行政運営の推進を図ること

ができるものと考えております。 

 

以上、一般会計当初予算案の主な事業を中心として御説明いた

しましたが、 

これら歳出に対する財源といたしましては、 

・市税・交付税等  約５１４億８，９００万円 

・国・県支出金   約１７８億７，１００万円 

・市債       約 ９６億７，６００万円 

・その他      約 ６１億６，４００万円 

計     ８５２億円 

となっております。 

 

なお、一般会計の細部並びに特別会計及び企業会計につきまし

ては、予算に関する説明書及び関係資料により御審議をお願いい

たします。 
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＊                    ＊ 

 

次に、平成２４年度補正予算議案について、御説明申し上げます。 

 

第１０号議案「一般会計補正予算（第８号）」は、緊急な措置

を要する事業の経費及び決算見込みによる補正措置などにより、

約６億２，１００万円の減額を行っており、補正後の予算総額は、

約８５７億６，６００万円となっております。 

 

その主な内容といたしましては、国民健康保険特別会計におけ

る保険給付費の伸びに伴う収支不足等に対する一般会計からの繰

出金のほか、退職勧奨に伴う退職手当の補正などを計上いたして

おります。 

 

これらの財源といたしましては、地方交付税、国庫支出金、諸

収入等で措置し、予備費により収支の調整をいたしております。 

なお、繰越明許費として、４９事業の追加及び１事業の変更を

措置いたしております。 

 

また、一般会計の細部並びに特別会計及び企業会計につきまし

ては、予算に関する説明書及び関係資料により御審議をお願いい

たします。 

 

＊                    ＊ 

 

次に、条例議案について、御説明申し上げます。 

 

第２１号議案「佐賀市空き家等の適正管理に関する条例」は、

倒壊のおそれ又は火災、犯罪等を誘発するおそれのある空き家や
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空き地について、所有者や管理者の責務を明確にし、適正な管理

を促すものであります。 

これにより、市民の皆様の安全で安心な暮らしの実現と生活環

境の保全を図るものであります。 

 

第２５号議案「職員の退職手当に関する条例等の一部を改正す

る条例」は、国家公務員退職手当法が改正され、国家公務員の退

職手当が段階的に引き下げられることを受け、本市においても国

に準じ、平成２５年度から職員の退職手当を段階的に引き下げる

ものであります。 

 

第３３号議案「佐賀市国民健康保険税条例の一部を改正する条

例」は、高齢化等に伴う保険給付費の増加による財源不足を補う

ため、国民健康保険税の税率等を引き上げるものであります。 

これにより、国民健康保険事業を安定して運営し、国民健康保

険の加入者の皆様に安心して医療を受けていただくことができる

ものと考えております。 

 

第３４号議案「佐賀市公民館条例等の一部を改正する条例」は、

地域活動の拠点施設である公民館、コミュニティセンター、生涯

学習センター及び農村環境改善センターの３６施設について、統

一した算定方法により、使用料の見直し等を行うものであります。 

 

その他の議案につきましては、それぞれ議案の末尾に提案理由

を略記いたしておりますので、それにより御承知をしていただき

たいと思います。 

 

以上、よろしく御審議をお願い申し上げます。 


