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３３３３期目期目期目期目のののの抱負抱負抱負抱負についてについてについてについて        

日時：平成２５年１０月２１日（月）１３時３０分～１４時０７分  

場所：佐賀市役所２階 庁議室  

出席：秀島市長 

  

■■■■市長市長市長市長    

改めまして、皆さんこんにちは。昨日というよりも、今朝、朝早くまでお付き合いい

ただいたところもございますが、今回の選挙、大変皆さん達にもお世話になりました。

ありがとうございました。 

私のほうが少しだけ勝たせていただきました。全体の投票率からしますと、３６パー

セントぐらいということで、かなり多くの方が他の候補者を支持されたということでご

ざいます。そういう中で３期目、これから４年間を私が市役所の舵取り役ということに

なってまいりますが、昨日も申しましたように、多くの方々、他の候補を支持された方

の気持ちも十分踏まえて、これから４年間の仕事をさせていただきたいと思っていると

ころであります。 

産業の活性化、経済、あるいは雇用と、いわゆる街のにぎわいを含めまして活性化を

求める多くの皆さん達の声が上がっているのは、今回の選挙で肌身に感じさせていただ

きました。そういう部分でも、課題に取り組んでまいりたいと思います。 

ただ、忘れてならないのは、そういう部分だけをクローズアップするのではなく、基

本的には地域で暮らされるそれぞれの皆さんが普通の生活ができるように、そのことを

やはり基本に置いておかなければならないと思います。普通の生活というのは、いろい

ろなとり方があると思いますが、これが幸福感の向上にも繋がっていくことですし、そ

の基本になるものだと思います。 

選挙の時も申しましたように、健康、あるいは雇用、それから災害のない安全・安心

の部分、それから生活環境の充実、不便さを感じないような部分、そういったものも必

要になってくると思いますが、そういったものを基本にしながら街の活性化、そして佐

賀市がここにありますよ、というようなことを強くアピールをしていかなければならな

いのではないかなと思います。 

そういう中で、今まではどちらかというと、広くなった佐賀市の中で宝物を磨いたり、

それぞれの特色を出し合いながら外に向けての発信等もしておりましたが、これから先

は中部広域連合に位置します、多久市、小城市、そして佐賀市、東の方にいきまして、

神埼市、吉野ヶ里町、そういったところまで連携し、お互いに手をつなぎ合えたら、も

っとすばらしい地域になっていくではないか。そういう部分での視野を少し広くしなが

ら、佐賀市の発展のために尽力をさせていただきたいと思っているところです。 
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いろいろな情報発信等も的確に行ってまいりたいと思いますので、皆さんのご協力と

それからまた叱咤激励といったものも、これからお願いしたいということであります。 

あとは、昨日も大体同じことを述べていますので、私からの話をこれまでにさせてい

ただいて、皆さんからの質問等がありましたら、お受けさせていただきたいと思います。

よろしくお願いします。 
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■質疑応答 

（記者） 

選挙が終わってから、こういった公式な会見の場というのは初めてだと思いますので、

改めて当選から一夜明けて、今の心境というものを教えていただけますか。 

（市長） 

 今の心境ですか。早く、私なりの普通の生活に戻りたいということでございます。 

 

（記者） 

 とりあえずほっとしているということでしょうか。 

（市長） 

 ほっとはしていますが、昨日も申しましたように、責任の重さも分かっておりますので、

当選をしたなら、いわゆる許してもらえたならば、次はということで、仕事の課題はわか

っておりましたので、それが現実のものになったということで気を引き締めて。ただ、生

活のリズムが選挙のリズムになっておりましたので、普通の生活に戻して、職員の皆さん、

それから議会、地域の皆さんと一緒になってやっていきたいという気持ちです。 

 

（記者） 

 先ほど市長お話の中で、活性化という言葉を使われながら、産業、経済、雇用、街、中

部広域連合の話もおっしゃいましたけれども、何を最重要課題として３期目に望まれたい

のかというところを教えてください。 

（市長） 

 最重要課題として１つだけ答えるとするならば、まずは雇用関係を充実させたい、増や

したいと思っています。 

そのためには、１つは大和の工業団地です。これは今、止まっている様な状況でござい

ますが、これをなんとか動き出すような形にしたい。かなりハードルが高いところもござ

います。県と一緒になってと言いますか、県の力を借りながら、やらせていただければと

いうふうに思っています。 

また、同じ雇用でも工業団地に頼らない、雇用の増大というのがあります。それは中心

部の空きビル等を利用しまして、そこにコールセンター等の事務的な機能を持った企業の

誘致というのも考えられます。そういったところで、佐賀というのは人材が非常にいいと

認めていただいておりますので、そういった部分での雇用の拡大というのはあると思いま

す。 

 

（記者） 

 今、３期目を迎えられてということですが、３期目の４年間が終わった頃には、どうい

うような県都佐賀市になっていてほしいなと自分の中で思われますか。 
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（市長） 

 ３期目で成し遂げたい事。 

１つは夢の部分ですね。これは選挙のときも住民の皆さん達に訴えておりましたが、環

境問題でエコバイオです。この分野では、佐賀市は今、非常に注目をされているというこ

とを言ってまいりました。その部分の道筋が見えるようなものにしたい。特にバイオエネ

ルギー関係では、かなり楽しいものがございます、明るいものもございます。そういった

ものの道筋が見えるようなものにしたいということです。 

それから街づくり等で、今、中心部に公的な機関を集めて、そして歩く人の数を増やす

ような方向性。それともう一つは、中心部に原っぱと申しますか、緑をとりいれた形の広

場、そういったものをいくらか増やしながら、街を歩く人を増やすような事業を進めてい

ますが、そういうものの効果が出て、街のにぎわいが今よりももっと出てくるような街を

期待しているところです。 

 

（記者） 

 選挙戦を通じて、有権者からどのようなところが評価されて当選につながったかという

点と、これだけの批判票が出たというのはどうしてだろうと分析されていらっしゃいます

か。 

（市長） 

 私の評価の部分については、公平公正な部分、それと現実的なもの。そういった施策を

コツコツと積み上げている、ということについて一定の評価をいただいたのではないかな

と思います。 

それと、他の候補が３人おられまして、私の投票率が３６パーセント。あとは他の候補

者の票ですが、それを批判票として捉えるのかどうかというのは、私は疑問があると思い

ます。同じような施策がございますので、好き嫌いというのか。ただ、私に投票されなか

ったということは間違いないことでございますので、そういった考え方をお持ちの方もた

くさんおられるということは頭に入れて舵取りをさせていただきます。 

私の中で進めたいものを進めていく。ただ、弱点とか私達の考えが届かなかったものに

ついては、素直に受け止めていくということもあると思います。 

柔軟な姿勢でやらせていただきます。 

 

（記者） 

 冒頭にも少しおっしゃいましたけど、こういったところを有権者なり、他の候補の主張

から取り入れていこうと新たに思ってらっしゃることはありますか。 

（市長） 

私が他の候補の主張で特段取り入れたいという部分は見当たらなかったですね。相対的

には同じような考え方を持っておりますので、考えを改めて、あるいは止めてやりかえる、
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というようなものは無かったですね。ただ、子育て関係で、医療費とか空調といった部分

について、考え方を示された部分がありましたが、当然、私たちもそのことは頭に入れて

おりましたが、財政的に許されれば、そういった部分は当然、早い時期に実施の方向に向

かわなければならないものと思っています。ただ、将来的な財政の部分もございますので、

十分その辺りを勘案した上で実施するということになってくると思います。 

 

（記者） 

２点伺いたいのですが、今回、投票率が前回より４ポイント、前々回よりも１０ポイン

ト近く下がっています。４人もの候補が立ったのになぜ、こんなに下がったのだろうと思

っている人が多いと思いますが、市長はどう思われていますか。 

もう一点、過去８年間の議会の関係でいえば、福井議長という大きな後ろ盾というか、

存在がおられたと思います。今回、議長が引退されましたが、今後、議会をどういう風に

やっていきたいか。福井さんがいない中でどうやっていかれるかについて教えて下さい。 

（市長） 

投票率の低下ですね。これは私も今回の選挙で一番心配していた部分ですね。せめて、

３分の２くらいの人は投票して欲しい、６５から６６パーセントは欲しかったのですが、

それが６０パーセントを割ったということは、市議会議員選挙、そして４人もそれぞれ実

績のある方が選挙戦を繰り広げたわけですが、それにしては投票率が少なかった。天気も

良かったのに、良かったからダメだったのか、どういう理由だろうかと思います。私はこ

れが一番ショックですね。と言いますのは、これから先、住民の皆さんと一緒に地域での

コミュニティを強めて行政を進めていく、そして地域の特性を活かしながら、地域の皆さ

んも一定の役割を担っていただきながら街づくりを進めていくというような中で、投票を

されないということになると、非常にやりにくいというか、どう捕らえて良いのかと思い

ます。いわゆる支えていただく部分が十分ではないのではなかろうかというような心配も

しています。だからその辺りは、日ごろの広報等も含めて、もっと行政に関心をもっても

らうようにして、一定の役割を果たしていただくように、そういう働きかけをしていかな

ければならないのではないかと考えます。低下した原因は、私もまだ分かりません。 

 それと、議会との関係でございます。議会は、議会基本条例などを作られて、それなり

の歩みをされております。地域の問題を地域の問題として提起されることもありますが、

相対的にはちょっと俯瞰した、少し高めのほうから全体を見渡したような意見が大切でご

ざいます。今までも議員の皆さんたちのほとんどの方がそういう立場でものを申されてい

たと思います。今後もそういうことを期待したいと思います。ただ、あまりにも自分の地

域だけに視点を置かれた主張であれば、非常にやりにくいところも出てくると思います。

広くなった佐賀市全体がどう動くか、どう問題点を整理していくのか、そういう立場で議

論をお願いしたいと思います。 

 



平成２５年１０月 市長記者会見 

6/10 

（記者） 

投票率が結果的に下がった理由は分からないという話だったのですが、たとえば、４人

の候補の政策が似ていて、政策に魅力的なところが無かったというような、候補者４人の

魅力が無かったというような部分を感じませんか。 

（市長） 

私はそのようには感じないですね。内側から見ていますから感じないかも分かりません

が、やはり真剣にそれぞれ政策等を作られて、訴えられておりますから。何か特別に変わ

ったことをすると評判が出る、人気が出るとかは、長い目で見た場合の地方自治のあり方

からすると少し違うのではないかなと思います。やはり確実にといいますか、生活に密接

な部分での訴えをしていかないと、パフォーマンス的なバルーンを挙げたからそれで投票

率を上げるというのは違うのではないかなと思います。 

 

（記者） 

３期目を迎えるにあたって、最初に取り組みたいことは具体的にどういったことなのか、

一番力を注ぎたいことは何なのかということが一点と、政策集の中にも挙がっていました

が、駅前のコンベンション施設の建設の話で、具体的にどういう予算の規模とか、土地の

広さとか、いつごろから議会に提案するのか、そういったことを含めて、どういった動き

出しをされるのか、そのあたりを教えて下さい。 

（市長） 

３期目で最初に取り組みたいことは、先ほども申しましたが、雇用関係ですね。工業団地

がひとつあります。ひとつだけかも分かりませんが、課題としては、以前からのやり残し

であります、県病院の跡地の問題ですね。これを早く整理していかないと、水ヶ江通りが

かなり疲弊をしているようになっていますので、やはり早く整理をして次なるものにして

いきたいと思います。 

 あと、駅前コンベンションですが、具体的なものはできておりません。行政だけでやれ

るものではありませんので、民間、地権者、そういった方たちと一緒になってやっていく。

そのとりまとめ役は中央農協の中にもございますので、そういうところとは今までもいく

らか意見交換はしておりますので、行政と民間と一緒になって、そしてできるだけ民間の

力でやっていただこうというわけですけれども、具体的にどうするというのは議会でも表

明をしておりませんし、内部でも詰めた協議をしておりません。ただ、２０２２年に長崎

新幹線が完成するということになってまいりますと、その数年前からでは遅いということ

がございますので、今ぐらいから議論をして、佐賀市の大きな意味での中心部の核のひと

つである駅前周辺、これをどういう風にもっていくのかという議論を始めたいと今回、出

したものであります。 

 

（記者） 
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２点伺いたいのですが、ひとつは、来年春めざしてらっしゃる特例市に対して、これから

取り組んでいくことと、特例市になったらこういうことをやりたいということを教えて下

さい。 

 もう一点は、雇用が大事だということで工業団地を整備したいということと、中心市街

地にコールセンター等を呼びたいとおっしゃっておりましたけれども、いわゆる労働集約

というか、製造業であると、日本の国はずっと前から空洞化ということをいわれておりま

して、海外に取られる可能性もあるので、頭脳型といいますか、佐賀にしかない、という

ようなものもなければいけないと思うのですが、お考えはいかがでしょうか。 

（市長） 

特例市については、皆さんご存知のように、今、中核市というのが出てきて、特例市か

ら中核市に変わる可能性も十分にあります。特例市になったからといって、特段佐賀市が

変わるものではございません。権限の一部が市のほうでできるというもので、特例市にな

ったからこれができる、あれができる、というような、華々しいことができるというよう

な捉え方はしておりません。ただ、地方分権の中でのひとつの流れとして権限をいただく

反面、負担等が増える部分もございますので、プラスの部分とマイナスの部分を考えて、

マイナスという言葉は良くないかも分かりませんが、負担増につながる部分等もございま

すので、十分その辺をわきまえて、やらせていただきたいと思います。 

 

（記者） 

 もう１点は、単純に物を組み立てるという工場やコールセンターも重要だとわかります

が、どこの場所でもいいというものではなく、佐賀にしか出来ないことというようなもの

をめざすお考えというものは無いのでしょうか。 

（市長） 

先ほど申し上げました部分で、誤解がないように申し上げますが、東日本大震災以降に

リスク分散ということで西日本のほうにそういう業務（コールセンター等）が来ています。

その中に佐賀の人材が望まれているという部分で、佐賀でそういう仕事ができる場所を探

していただいているという部分もあります。これは労働条件等を見ますと、必ずしもすべ

てがふさわしいものばかりではないから、やはり注意をしていかなければなりませんが、

まだまだ佐賀にそういう雇用の場が増えるということは望ましいのではないかなというこ

とであります。特に、中心部にそういった事業所が来ていただきますと、街のにぎわいに

もつながっていくということで、歓迎したいと思います。ただ、それだけですべていいか

というとそうではございません。何かがあった拍子に撤退ということも出てきますので、

そういうマイナスの部分も想定しておかなければならないと思います。そういう中で、佐

賀らしさ、これは言葉ではかなりきれいになりますけれど、実際やるとなると難しい部分

も出てくると思いますが。そこで、環境でのエコ、バイオエネルギーという分野で事業展

開をすることによって、新規の雇用等がでてくるのではなかろうかと期待感を持っており
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ますし、また、そういう中に地元の大手の企業等が参入していただきますと、事業の量が

拡大することによって、既存の佐賀市内の事業所の雇用の枠が拡がっていくのではないか

ということで、外から連れてくるだけではなくて、市内の企業で事業分野の拡大によって

雇用が出てくるということも期待しております。 

 

（記者） 

先ほど、コンベンションセンターの話が出て、お伺いしたいことがあります。中心市街

地の四核構想とコンベンションは距離があると思いますが、駅前と中心市街地との動線や

役割分担に関して、現在市長が思い描いているイメージがあればお聞かせください。 

（市長） 

これは今に始まったことではなくて、１０数年も前から佐賀市の２核１モール構想とい

うのがありました。四核構想のエリアを一つの核として、それと駅周辺を一つの核として

二核ですね。それを唐人町あたりでつないでいくというのが構想としてありました。その

構想はまだ消えておりませんので、佐賀駅周辺の整備を、以前は佐賀市がかなりの部分を

出資・負担しながらやろうかというものもございましたけれども、それは頓挫をしており

ます。そうではなくて、できるだけ民間の資本あるいは地権者等に協力して頂きながら、

興していこうというのが、駅周辺ですね。玉屋、エスプラッツなどの、南の方の核は今ま

でのような形で進めていき、役所の役割としては公的な施設をできるだけ空き地に投入を

していく、あるいは緑を増やす、あるいはできれば若い人たちが集えるような場所を造ら

なければいけない。今、佐賀市が負担して行ったものは、唐人町にある部分だけだと思い

ますが、そういう若い人たちが集える場所が一つのポイントになって街の活性化につなが

るということを考えています。ただ、まだ具体的な構想というのは決めておりません。 

 

（記者） 

合併特例措置が終わる件なんですが、市長は選挙中もよく、峠があるという表現をされ

ていましたけれども、私も合併特例措置が終わって財政的にも厳しくなるということを指

すのかなと思っていましたが、そこをどう具体的に乗り越えていくのか、どういったもの

を歳出カットしていくのか、そのあたりをお聞かせください。 

（市長） 

合併後１０年ですね。交付税の算定方法が一本算定へと変わってくる。当然そのまま変

われば、毎年少しずつ減らされて、まあ少しずつというよりかなりの部分減らされてくる

のでございますが、それを減らさないでください、減らす度合いを緩和してください、そ

ういうお願いを全国の合併した自治体と一緒に要望させていただくことになります。 

合併以前に考えていたことと、合併した後の経験から、やはり国が考えているとおりの

ものではございませんよ、という部分で、削減方法の緩和をお願いしていくということが

基本的に一つあります。 
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それと、そうはいっても必ずいくらかの痛みはでてくるだろうということですね。こち

らの方は貯金を増やし、そして借入金を減らしてきたということでありますが、それだけ

では十分でない。支所の在りようを含めて、組織のスリム化をしていかなければならない

ということは、もう避けては通れない。どの程度にスリム化するのか、それをみんなの知

恵で考えなければならない。当然、市の方としては考え方を出しますが、今のところ一部

では支所を統合するとか廃止するとかいろいろございますが、今のところ私の考えとして

は、支所を廃止するわけにはいかないだろうと。事務的にはある程度整理されたとしても、

窓口関係をどうするのか、特に周辺部にあっては、不便さを感じられている上に、もう一

つ不便さを感じさせるようなことはなかなかできないという現状でございますので、窓口

部分とそれからもう一つ災害ですね。災害があったときにやっぱり機敏に反応して、対応

する、防災の面でも機動力を発揮するということになりますと、それなりの人員を配置し

ておかなければ、もしも操作等を含めて手遅れになったら大変な人災になってまいります

ので、そういうことを考えますと、そう簡単に支所を整理するということにはならないと

思います。そういう中で逆に発想を変えまして、これから先、支所はある程度必要な部分

については充実をし、減らせる部分は減らすような整理をする必要がでてくるのではない

かなと思います。増やせる部分は増やして、住民の皆さんと密接な関係が保てるようにし

たい。特に、先ほども少し触れましたが、地域コミュニティーのセンター的な役割もでき

ればしていただきたいと思いますので、そういう部分との機能の合体ができないか、そう

いったものを考えていかなければならないと思います。 

 

（記者） 

今回の選挙戦で他の候補もそうですけど、自民党の公認・推薦を受けずに全員無所属で

闘われました。秀島さんはこれから三期目を迎えて、先ほど議会運営の話もありましたけ

れども、自民党県連との関係を今後どういう風にやっていくのか、しこりは残らないのか。

その辺りが気になりますので、教えていただけたらと思います。 

（市長） 

これは前回の記者会見で、全ての政党、共産党さんを除く政党に推薦のお願いをする考

えだということを申しました。その方針で来たけれども、そうはならなかったということ

です。最終的には、どの政党からも推薦は受けられなかったということであります。他の

候補も全員そうだったですね。そういう中で、自民党さんの内部が、佐賀市部と県連との

考え方、他の地区との考え方の違いでしっくりいかなかったということは私も認めます。

それはそれとして、自民党さん内部でも、整理をされる部分はあると思いますが、私がそ

のことで反目するということではありません。こちらのほうからお願いするところはお願

いするということで、選挙でそういったものはある程度流してしまう、そういう過去の経

緯についてはそんなにこだわらないでやらせていただくということですね。 
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（記者） 

今後の市政運営に関して支障はないと。 

（市長） 

ぜんぜん支障がないかというと、一抹の不安はあります。ただ、話せば分かるというこ

とですね。皆さん方と日常的な会話がでてくれば、そういったものについては解消してい

けると思います。 


