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平成２６年２月 佐賀市長記者会見 

 

平成２６年２月定例会の議案について 

日時：平成 ２６年 ２月２０日（木）１４時００分～１５時００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 

 

改めまして皆さんこんにちは、ご苦労様です。２月の定例議会になってまいりましたが、

まず平成２６年２月定例議会案件一覧（資料：平成２６年２月定例会案件一覧）右上に書

いてありますように、今議会で当初議案として送付したのが３９件、議案として３７件、

報告事項が２件であります。 

 

〔平成２６年２月議会案件について〕 

 

３７件の内、予算関係が１７件、それから条例が１３件、その他７件となっています。

予算関係は後で説明するとして、まず議案関係で、第１８号議案「佐賀市開発審査会条例」、

これと第２４号議案「佐賀市手数料条例の一部を改正する条例」の中の環境課に関するも

のです。これは特例市に４月１日から移行するということで準備をするものでございます。

新設、あるいは改正ということになっています。 

それから契約案件で第３４号議案「北川副小学校校舎改築（建築）工事請負契約の一部

変更について」それから第３５号議案「富士中学校校舎改築（建築）工事請負契約の一部

変更について」。工事請負契約の変更というのを出していますが、これは消費税の関係で変

更するものでございます。 

それから第３７号議案（「財産の取得について」）、これは右のところにも書いてあります

ように、佐賀商工ビルの４階、５階、あるいは７階の一部を取得するもので財産取得に関

わる議案でございます。 

一般議案はその程度にさせていただきまして、平成２６年度の予算、それから補正予算

に入らせていただきます。 

 

〔平成２６年度当初予算（案）について〕 

 

こちらのほうで説明させていただきます。（資料：平成２６年度当初予算概要説明） 

まず予算編成の方針でございます。アベノミクス等で経済情勢が少しずつよくなったと
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言われています。今日の新聞報道でも佐賀県内の部分については、数字的にはいい数字が

出されている部分がありますが、色々話を聞いてみますと、なかなかまだ底辺までは下り

てきていないというところが多く見られるところであります。 

そういう中に昨年の選挙の時にも使いましたが、幸福感の向上ということですね。幸福

感をアップさせる、そういう立場で予算編成をさせていただいたところであります。 

特に雇用関係を伸ばしたいというのも出しておりましたが、おかげさまで昨年の秋から

今日までの分を合わせますと、５企業と進出協定を結んで採用していただく数も２００名

前後になるということで、少しずつ雇用のほうもいい方向に進んでいるのではないだろう

かというふうに思っているところであります。 

そういう中でのまちづくりで、どういう形で予算を合わせたかと申しますと、２ページ

になりますが、一般会計、特別会計、企業会計、それぞれ出しております。 

 

その中で大きなものを。一般会計、本年は８９７億円でございます。前の年と比較しま

すと、投資的経費で４４．７パーセント増ということで１３３億円計上をしています。今

までの経緯のほうは５ページになりますが、一般会計の分で１００億円程度のものを出し

ておりましたが、今回はそれが１２８億円になります。これは学校の耐震工事等もありま

すし、それに加えまして庁舎の耐震工事それから増築工事等も手掛けておりますので、そ

ういった部分が大きく増えておりまして投資的経費の増、それから予算規模の増にも繋が

っているところであります。 

それではどういう割り付け方をしているのかと申しますと、６ページに書いていますが、

今年の重点施策として正月に発表いたしました 1 から５項目まで、【１．経済の活性化・ま

ちの活力の向上】から【５．地域力アップ】まで、こういったものを並べておりました。

それぞれに肉付けをさせていただいているところであります。 

 

項目ごとに少し詳しく申しますと、１項目目の【１．経済の活性化・まちの活力の向上】

ということを目指しまして、まずは１番目の「佐賀駅周辺再開発構想検討経費」として３

００万円ちょっと予算を組んでいます。調査委託料でございまして、駅周辺です。九州新

幹線西九州ルートが平成３４年頃に開業する予定で今進められておりますが、それを見据

えたこところで駅周辺の整備等を考えていく、その２つの部分で調査研究ということで３

１７万程度の予算を計上しております。 

 

それからひとつ飛びまして、「バルーンミュージアム整備事業」。もう既に新聞等で一部

報道していただいておりますが、中央大通りの元マルキョウの跡地を建物ごと買収いたし

まして、バルーンミュージアムをオープンさせたいということでの予算を計上させていた

だいております。マルキョウさんとその東隣の部分も入っております。 
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それから９ページ、【２．安心・安全なまちづくり】のところで災害関係の部分でござい

ます。佐賀の弱点、水です。（「浸水軽減対策事業」）大雨時の浸水被害をできるだけ抑える

ということで基本的な計画の構想をつくっていただいておりますが、その中で直ぐにでも

取り組みたいものの中にポンプ場の整備というものがあります。とりあえず（西与賀町）

厘外と諸富の石塚、この２つの地点にポンプ場を整備する。そのポンプの設計委託等もこ

の中に入っているところであります。 

 

それから一番下の「防犯灯設置助成経費」ということで４，７００万円程度計上いたし

ております。LED 球を使った防犯灯、こちらのほうは電気代を将来的にみますとプラスに

なるということで、３年がかりぐらいで今の街灯を全て LED化していくという仕組みの１

年目の部分でございます。４，７００万円程度でございます。 

 

それから１０ページになります。【３．バイオマス産業都市さがの実現】ということで、

こちらのほうも力を入れておりますが、その中の一つとしてまず６５０万円程度で「バイ

オマス産業都市構築推進経費」として国の認定を目指したいと考えています。その為の準

備をするということであります。 

 

それから同じバイオマスのところで一番下の「清掃工場冷却水小水力発電設備整備事業」。

今、ごみの焼却施設にあっては冷却水を使っていますが、その内部から電気が取り出せる、

小水力発電が可能だということでチャレンジをしたい。投資額はここに出していますよう

に５，３８０万円ほどでございますが、最終的に２０年間で計算をしますと５，０００万

円ぐらいのプラスが与えられるということです。そういう立場から今回、小水力発電設備

を設置したいということであります。 

 

それから１１ページ、【４．子育て支援、教育・福祉の充実】の重点項目の中では、真ん

中の「ICT 教育環境整備事業」。平成２５年度から電子黒板の各教室への設置をさせていた

だいておりますが、３カ年計画でやるつもりでしたが、やはり効果が高いということで、

あと２年の部分を１年繰り上げまして、２年間で整備を終えるということで、来年度は少

し１年間繰り上げますので経費が増しておりますが、４億７，２００万程度の予算を計上

させていただいているところです。 

 

それから１２ページ「（２）福祉の充実」のところで一番下、「高齢者バス優待乗車券購

入助成事業」です。今まで７５歳以上を対象としていたこの助成制度でございますが、他

の都市の実態等をみて７０歳にしたいと考えています。バス等を使ってそして外に出て健

康な高齢化時代を過ごしていただきたいという願いを込めて今回、５歳引き下げた部分で

の増加経費は４，８００万程度になります。対象は市営バス、昭和バスになります。 
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それから１３ページ、【５．地域力のアップ】、これは最後になりますが、「地域コミュニ

ティ推進事業」。これは続けてまいりまして、モデル校区として１６校区が今までなんらか

の形で推進をしていただいているわけですが、これからもまた増やしていかなければなら

ないと考えています。これからの分と、これまでモデル事業を終えたり、あるいは続けら

れたところへの必要経費として５，１５０万円程度予算化させていただいているところで

ございます。 

 

平成２６年度の当初予算の一般会計の部分についてはこのようになっておりますが、起

債が膨れておりますので、プライマリーバランスを今年は崩すような形になります。  

今までは、プライマリーバランスにかなり気にかけながらやってまいりましたが、先ほ

ど申しましたように庁舎の改築関係、学校の耐震化等事業費について増えまして、その分

を進めていくためにはどうしても資金が必要です。それを現在持っている基金等を取り崩

していくのも手かもわかりませんが、幸いにして佐賀市にあっては合併特例債の枠がござ

いましたので、これは非常に有利な資金ということで、これを使わせていただきたいとい

うふうにしました。そのことで起債の額が増えて、プライマリーバランスを赤のほうに さ

せることになっております。これは平成２６年度、２７年度がそういう傾向が続くと思い

ますが、もう少し先まで中期的な立場で考えますと、また改善されるという見通しをつけ

ているところであります。 

 

〔平成２５年度２月補正予算（案）について〕 

 

それからから最後になりますが、平成２５年度、今年度の２月補正を説明させていただ

きたいと思います。決算を見込んだところでの数字の調整ですが、１億円の減額、総予算

でいきますと、補正後の額は８８４億８，０００万円程度になります。 

 

一般会計について、特徴的なものをひとつ紹介させていただきますが、佐賀空港で、１

２月の時点で、国際便のソウル行きが開設されましたが、今度 LCC航空の分ですが、成田

便が５月に就航する予定になっています。そういう時に大型のトランクを持って移動され

るお客様が多くなっている中で、今の市営バスの車両体制でそれが賄えるかというと、賄

えない。トランクの大きなものをたくさん持ち込まれたら受け入れられない車両でありま

す。その部分での対応ができる車両が２台しかございませんが、あと１台増やして空の佐

賀の玄関口であります佐賀空港を利用されるお客さんの利便性を考えたところで、もう一

台交通局にバスを購入してもらう購入費の補助として２，５００万円計上させていただい

ているのが特徴的な補正予算であるということです。 

それではこれで終わります。 
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■■■■    質疑応答質疑応答質疑応答質疑応答    

 

（記者） 

議案について幹事社からひとつ伺いたいんですけれども、大型になって、投資的経費が

増えたからということですけれども、幸福感の向上ということは最初に申されたんですけ

れども、いわゆる積極型とか現実型とか、予算の性格としては、市長はどのように位置付

けていらっしゃるかお願いします。 

 

（市長） 

基調としては堅実型を踏襲しているつもりでございますが、庁舎はいじらないで合併し

てからそのまま来ているというようなところです。執務スペースの不足とかあるいは耐震

の診断結果で、補強する必要があるということもございましたので、いわゆる合併特例債

など使える今の時期に見切りをつけたということで、その路線で進ませていただいていま

すので、その大きな動きが来ていると。 

それと先ほども申しましたように、学校関係、そういった大型事業が入って、これはも

うやむを得ない、これを延ばすわけにはいかないということですね。そういう立場で臨ま

せていただいております。平成２６年、もしくは２７年まで続くのではないだろうかとい

う見方をしています。その後は絞ったところで運営できると思っています。 

 

（記者） 

 高齢者のパス優待券というのが、今回高齢者福祉という観点で年齢を下げて新たに  

４，６００万円増やすんですけれども、昭和バスと市営バスのほうに別の形で３億円以上

一般会計から出していますので、そういう意味でこれは高齢者福祉の観点で、多少その  

３億円の交通維持のためと、目的は少し違うと思いますが、結果的にはバス事業者を助け

るために、同じお金になると思うんですが、その辺が公平性から見て公金の使い方として

少し交通に手厚すぎるという感じもするのですが、そこはどうですか。 

 

（市長） 

つい先日も、公共交通のあり方として県内の会議もございましたが、今、どこの市もど

この町も高齢者の増加に伴って足の確保というのが課題になっています。 

 それぞれ民間で運営していただく分については民間にする、民間も手を引いてしまう分

については、町あるいは市が直接運営するという形態を取られています。 

 幸いにして佐賀は市営バスというのがあったし、まだほかに路線的には合併したところ

では昭和バスとか祐徳バスとか西鉄バスとかが入って地域の人たちの足を守っていただい

ている。だから、一般的に市営バスとかではなく、バスの運行をしてもらうということで

それぞれの会社にも助成等を必要とするような時代となっているわけですが、今回年齢を
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引き下げたのは、７５歳からでは少し年齢が高いんじゃ無いかと。ほとんどのところが全

国的に見ても７０歳、もっと引き下げたところは６５歳というところもあります。 

これは民間のところで出しているものですが、そういうまちづくり、健康づくりそうい

う一体のものがありますので、そういう意味からすると、私はこの分の提示についてはど

ちらかというと積極的な部分がありますが、いい方向にこのことがつながるのではないか

と。ご高齢者の皆さんの介護とか医療とかですね、そういった部分での保険給付をこのこ

とでいくらかでも減らしていただければ、それなりに違った部分でのメリットが出てくる

し、何よりも、市民の皆さん達の利便性を少しでも増やしたいという願いもこの中に入っ

ているという意味でご理解いただきたいと思っております。 

 

（記者） 

もう一点、合併特例債ですが、今年度から少し増やしてですね、これからだいぶ使って

いくのかなという感じもするんですけれども、ただ、今までの通算を見ても２４０億円く

らいで、上限からすると１７０億円くらい使えるわけですよね。これを今後どのように使

う予定なのかを教えてください。 

 

（市長） 

合併特例債は、皆さんもご存知のように充当率が９５パーセント、そしてそのうち７割

が交付税で措置をしていただくから、３分の２くらいは補助があると捉えていいと思いま

す。そういう意味からしますと、国庫補助とか他の補助に比べますとかなり有利な資金で

あるということで、これは活用させていただきたいと。しかし、そういう有利な資金であ

ろうとも、借金は借金でございますので、借金の感覚はなくさないようにしていかなけれ

ばならないということで、必要な部分についてのみ使わせていただく。そして必要な部分

を我慢して、大きな穴を開けるよりも必要な部分についてはそれなりの適正な時期に使っ

て運営をするというのが財政の役割ではないかなと、責務でないかなということで運用さ

せていただきます。 

 

（記者） 

先ほど平成２７年度までは比較的投資的経費の高い水準とのことで、それ以降は少しず

つ減っていくということだったのですが、ただ、投資的経費が減っても、地方交付税は来

年度から少しずつ減っていきます。今回、市債も今まで９００億円を割っていたのが９３

７億円と３７億円増えましたので、そういう意味で財政的にはこれから厳しいかなと思っ

ていて、他の投資的経費以外の一般経費などを削っていく必要が今後あるのかなと思うの

ですが、たとえば支所の再編なども含めて、今後そういう削れる予算、削れる側面という

のはどういうところがあるんでしょうか。 

（市長） 
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今、私たちは、皆さん知っています交付税の減というのは、５年後には４５億円くらい

減らされるというような見込みを立てています。ただ、国のほうでは合併の時点で言われ

ていたような交付税の積算のあり方では、それぞれ合併したところはかなりきついだろう

というようなことで、いくらか救済策を設けようとされています。 

 その救済策がまだ具体的に出されておりませんが、どれくらいになるのか、それにひと

つは期待しているところではありますが、それでもやはり相対的な経費の圧縮というのは

図っていかなければならないと思います。そういう時にひとつはやはり支所のありようを

考えさせていただきまして、災害に対応できるような支所の運営を残すというのは、絶対

条件でございますが、そのほかに経費の節減に繋げるような事務統合はできないか、そう

いうものを今模索しかけたところでございます。そういうところの成果がどの程度でるか

ですね。 

 それがひとつあるわけですが、もう１つはやはりとにかく削る部分でも、もうかなり削

ってきておりますので、そんなには残されていないかもわかりませんが、今、バイオマス

関係で進めている事業で、国の制度が少し電力関係で変わってきて有利に働いてくるとこ

ろもあるんですが、そういったものを使いながら多額の経費を使う処理施設等の運転を今

後とも改めまして、そこに節減・節約というのですか、コスト縮減等を図っていければと

期待をしているところであります。 

 それと、もうひとつ私が平成２６年度あるいは２７年度までで大きな事業のヤマが少し

低くなって来るかなと思うんですけれども、特に今心配しているのが、教育関係での予算

です。子育て関係でも今、事業計画を作っていますが、そこでもかなり負担増というのも

予測しなければならないという部分があります。また、地球温暖化のためかどうか分かり

ませんが、特に夏場の教室の暑さですね、勉強できる状態ではないというような声もどん

どん届いておりますので、佐賀市もいずれ空調関係の整備を迫られるといった部分が控え

ていますので、頭の痛い問題が続くというわけでございます。 

 

（記者） 

今回、法人市民税は給与所得の伸びの問題ですとか、先ほど市長のおっしゃられたよう

に、アベノミクスだとかの好景気の影響も若干出てきているのかなというように思うんで

すけれども、やはりまだ個人レベルでの波及が足りないと思います。当初予算の中では、

そういうところを底上げしないといけないという意識もあったと思うんですが、どういう

アプローチの仕方で波及を図っていこうという、考えでいらっしゃるのか教えてください。 

 

（市長） 

法人市民税を行政で底上げするというのは非常に難しいことだと思います。やはり国の

基本的な施策、景気の動向、経済動向、そういったものがじわじわと地方に流れてくると

いうことでございます。ただ、こちらのほうを市が端的に伸ばすとすると、いわゆる勤労
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者を増やしたり、佐賀市に定住人口を増やしたりという部分がないと何か増えるというの

もなかなか出てこない。ただ、これまでの状況でかなりここまでについては落ち込んでお

りましたので、それがやや下げ止まり感があって、今、少し上向きになっているというこ

とで、前年に比べて少し増えているという程度だと私は思います。 

 

（記者） 

今回、５億７，０００万円の予算が付いているバルーンミュージアムの件ですけれども、

整備に当たって市にとってどういう施設にしたいというのを改めてお願いします。 

 

（市長） 

バルーンで佐賀をアピールしようということで、もう今年で３５回目ですが、やっとこ

こまできています。これは、先輩の方たちのご苦労であるわけです、ただ、バルーンとい

えども風任せの部分がございまして、いわゆるお天気任せの部分もありますし、またいつ

もバルーンに親しめるものではありません。 

 冬場に土曜、日曜だったら、西の空にバルーンが飛んでいるという光景は見られるわけ

ですが、バルーンのことを紹介するような、説明するような場所が無いということで、以

前からいわゆる展示館的なものを作り、バルーンシーズン以外でも楽しんでもらいたい、

そういう施設を作っていただきたいという声が関係者からも出ておりました。 

 それを何とかしようと、特に２０１６年、再来年には世界選手権というのがあり、これ

を日本に、佐賀に誘致しようとしておりますので、ぜひそういったものを目指したいとい

うことで今考えていますが、具体的にどういったものがいいのか、これは私個人というよ

りも、今、そういうものを討議していただいている機関がありますので、結論を待ちたい

と。私自身としては、佐賀はバルーンというけれども、シーズン以外は見れないんじゃな

いかという声を受けて、シーズン以外にはこういうところに行って、バルーンを知ってい

ただき、楽しんでいただくという施設を作らせていただきたいということでございます。 

 

（記者） 

 地域の活性化とか、そういった部分についてはどうでしょうか。 

 

（市長） 

バルーンの経済効果を毎年出していただきますが、どちらかというと、（バルーンフェス

タ）期間中の嘉瀬川の河川敷を主にした部分で、中心部への潤いが少ないという指摘をよ

くされるわけでございます。それなりの催し物を一緒に中心部でもさせていただいている

ところですが、なかなか見ていただけないという部分もございますが、今後、バルーンで

街がにぎわうという部分に繋げたいということで、私の考えとしては、バルーンミュージ

アムは中心部に設置して、そして中心部の賑わいの一部を担っていただければと期待して
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いるところです。 

 

（記者） 

県知事がキャッチフレーズを当初予算に付けるとすると何とするかという話のときに

「成長実感実現予算」みたいなことをおっしゃっていたんですけれども、市長は幸福感の

向上を挙げられていますけれども、キャッチフレーズとしてこの予算に付けるとしたらど

のような予算の名前になるか教えていただけますか。 

 

（市長） 

 思いつきで言いますと、やはり「幸福感を少しでもアップ」ですね。 

 

（記者） 

 ３期目の最初の予算編成ということになりますけど、金額でいうと見た目は膨らんでい

る。さっきおっしゃったように庁舎の改修、校舎の改修が金額に占める割合が大きく、新

しく３期目に打ち出すもので金額としてはそんなに大きなものはないのかなという印象を

受けたんですが、金額の大小は抜きにして、こういうところに力を入れたというものがあ

ったら教えてください。 

 

（市長） 

私の方からの説明はあまり加えておりませんが、いわゆる大きな部分については必然性

があったからと言われるとおりだと思いますが、特に障がい者関係の方に配慮をしたつも

りでありますし、あとはバイオ関係ですね。それから、これから先どういう大きな災害が

おこるかもわからない。それをできるだけ早めに捉え止めたい、あるいは対応したいとい

うことで安全・安心にも配慮しています。 

それから、高齢者のバスの運賃、こういったものを上げることになります。あと、まち

づくりも結構手を加えております。ただ、大きな額としてポンと出ていません。出ている

のはバルーンミュージアムだけだということですね。 

 

（記者） 

１４ページの「シティプロモーション事業」についてですが、市長選の際に情報発信が

なかなか足りてないんじゃないかということで、それに付随して作られた部署だと思うの

ですが、ＳＮＳを活用するということですがコストをかけずに情報発信をしていくことだ

ろうと思うのですが、これについて２，０００万予算がついていますが、具体的にどうい

ったところに使われるのか分かれば教えていただいてよろしいですか。 

 

（秘書課長） 
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秘書課の方から説明をいたします。まずこの「シティプロモーション事業」ですけれど

も、まず専属の室を秘書課の中に設けます。事業の内容ですけれども、大きく３点考えて

おります。 

ひとつは市長のトップセールスの改善でございます。これまでそれぞれの部署で行って

きた情報発信をもっと効果的にするということで、これから市長に積極的にできるだけお

願いしたいと思います。トップセールにつきまして、首都圏あるいは福岡県などで行いま

すけれども、その時に現地の方でメディアへの投げ込みですとか、それから現地での広告

の掲示ですね。それとトップセールスのＰＲ効果を高めるための広告委託料となっており

ます。 

それからもうひとつがＳＮＳを使った情報発信ですけれども、トップセールスの様子で

すとか佐賀市の売り込みのもの、特産品ですとか観光施設、それをＳＮＳを使いまして、

特に写真とか動画を用いて速やかに細やかに伝えていきたいという風に思っております。

これについては特に予算化はしておりません。 

最後に佐賀市の認知度アップキャンペーンということで、佐賀市の認知度のアップにつ

ながる話題性の高いキャンペーンを実施したいと考えています。このキャンペーンの企画

とか基本的内容については、プロ―ポーザルでやりたいと考えておりますが、具体的には

まだ決めておりません。 

先ほど申しました広告掲載の委託とそれから業務委託でおよそ１，７００万円、それか

ら先ほど言いました専属のシティプロモーション室に嘱託職員を１人雇用しますので、そ

の嘱託職員の雇用の費用ということです。 

 

（記者） 

新年度の予算規模が過去最大ということですけれども、その要因として庁舎とか学校の

耐震工事や改築・増築工事が大きな要因になっているかと思うんですけれども、それにつ

いて先ほど市長は「先延ばしはできない。やらなければいけない事業だ。」というふうに仰

いましたけれども、いわずもがなですけれども、改めてどうしてやらなければいけないの

かということについて、市長の口から改めてお聞かせください。 

 

（市長） 

ひとつは学校関係ですね。佐賀市の学校の数もございますが、耐震補強もしくは立て替

えしなければならない建物がたくさんあるわけです。総額で多分１５０億円位の経費がか

かるということです。これを短期間でやることは無理だということで、１０年計画くらい

で毎年１５億円程度を目標にしながら改築というのを進めています。 

これは年によっていくらか変わってまいりますが、これはずっと続けなければならない

ということで、文部科学省あたりはもっと早くしてくださいというようなことを言ってい

ますが、そうはいってもあなたが余計にお金を出すわけではないでしょうという話しにな
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るわけですが、やっぱり計画を作って一時的に負担のかからない、単年度に負担が大きく

偏らないようなかたちのものをつくっていくということであります。 

それと庁舎は合併する時にもう建て直した方がいいのではないかという声もあったのは

事実でありますが、これだけ行政需要がたくさんある中で役所を建て替えるというのはい

かがなものかと。耐震診断をして、そして補強で済むようであれば、補強をさせていただ

く。ただ、それはあくまでも補強であって、これから先、支所の事業見直し等を図る中で、

本庁に集約する事務等がでてきた場合について、スペースが不足しているというようなこ

とで、どういう風に取り扱うのかと。今の部分で増築して、お隣のＪＡさんの方も古い建

物で改築をするというようなことでございましたので、それでは土地の交換等をして北の

方に敷地を交換しましょうかと。そして、そこに敷地を広くして、建物を広くするという

ことを考えておりますので、これはどの時点かでやらなければならない。そういう時に合

併特例債が使えるということであれば、踏み切るべきだと。 

特に災害耐震性がないということでございますので、災害が仮に発生した場合には、そ

の対策本部の拠点になるわけですから、それが潰れるような、あるいは機能を果たさない

ような建物であってはどうしようもございませんので、そういう意味ではやっぱり今の時

点で取り組むべきだと思います。 

 

（記者） 

重点政策の項目に掲げられています、「経済の活性化・まちの活力の向上」ですけれども、

昨年の選挙戦の時からコンベンションを誘致できる複合ビルの整備、駅前ですね、そうい

うことも含めて中心市街地の活性化と市長は言ってこられたと思うんですけれども、今回、

具体的に佐賀駅周辺で再開発構想を検討するための経費、予算に入っております中央大通

り再生計画を策定する経費が入っていたりします。こういうことが、まだ計画とか構想を

練る段階だと思うんですけれども、中心市街地の活性化に大きく乗り出すための一歩目だ

と思いますけれども、中心市街地の活性化に対する意気込みについて教えてください。 

 

（市長） 

今、これまでの私の任期でいきますと、４年の２回の８年間ですね。まだ完成はしてい

ませんが、「中心市街地の疲弊ぶりを何とかしてください」という声が強くて、やっぱりせ

ざるをえない。それぞれの都市の中心部というのは、中心でなければいけないわけであり

ます。これを放っていますと、どこが中心か分からなくなるということと、もうひとつが

市税関係でもやっぱり資産税等の１割近くは中心部のわずかな面積ですが、これ以上そこ

が落ち込んで、資産価値が疲弊することになるとマイナスの方向にだけしか向かっていか

ないという風な、そういう危機感もございます。 

だから中心市街地はそれなりに活性化をしたいということであります。それを行政だけ

でやるものでもないし、本当は民活、民間の力でやっていただけるとそれが一番ありがた
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いのですが、民間の力も佐賀の場合はそんなに大きくないので、一緒にやりましょうとい

うような形です。それで、できるだけお金を使わなくていいような形での商工会館ビルの

建て直しだとかやらせていただいておりますが、そういう中に公的な機関を誘導するとい

う手法をとらせて中心部を押さえてきました。 

ただ、今やっている部分はいわゆる４核構想ということで、市の中心市街地の中での中

心部にとどまっているわけでありますが、本来まちのあり方として、今から１５～１６年

前につくられた、駅周辺それと玉屋・エスプラッツ等あの辺りの中心部を大きな核に捉え

て２つの核ですね、そしてそれをつなぐ唐人町とか中央大通りを一つのモールにして、２

核１モール構想というのがありました。これは消えておりません。 

ただ、全部を一緒に手掛けるというのは財政的にも力がございませんでしたので、まず

はできるところからということで。そして、大型ビルで明りが消えてさびしくなったとこ

ろから先にやっていくということで、南の方から先にさせていただきましたが、あとしな

ければならないのが、駅周辺の部分と、唐人町、それから中央大通りに面して建っていま

す古い建物ですね。これを何とかしないと冴えないという風になってまいります。だから

一応南の４つの核の部分について見通しがついて参りましたので、次なるものに移行する。

そして片方２０２２年頃には新幹線というものもありますから、それをにらんだところで

駅周辺のありようを考えるという、そういう企画の策作りに入るべきではないかというこ

とです。 

それと、それをつなぐ唐人町・中央大通り、こういった部分の今後のあるべき姿、あり

よう、そういったものをやっぱり議論していく。そういう経費の序の部分を今回つけさせ

ていただいたということです。そういったものをつないでいかないと活性化につながらな

いとそういう考え方です。 

 

（記者） 

その他議案に関してございますでしょうか？ 

それでは、議案以外の市政一般について質問がある社はお願いします。 

 

（記者） 

少し予算ともかぶるのですが、バルーンミュージアムの使い方のところですが、バルー

ンミュージアムと青少年センターで一体的に活用すると議会で説明があったのですが、か

なり性格の違うものをひとつにまとめたという印象が非常に強くあります。市民の方から

も不登校のお子様が使われる場所と、そういう方もいらっしゃるような場所と、観光施策

ですね。確かに平米数は一致しているのかもしれないですけれども、なぜそこなのかとい

う声もあがっていますので、すこし説明をいただけますか。 

 

（市長） 
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マルキョウの後の部分ですね。バルーンミュージアムだけにしては大きな建物だと。も

う少し活用法があるんじゃないかと。そして、私たち行政側の願いとしては、やっぱり先

ほどまちの活性化にその建物が少しでも貢献できたらと思っています。その貢献度合いと

いうのは、これから先、若者が中央の方にでてきて歩く、あるいはまた女性の皆さんが楽

しむ、歩く、佇む、そういうまちを目指すべきじゃないかというのが願いとしてあるわけ

です。 

そういう中で青少年センターは、耐震性がないから立て替えの必要性があるということ

です。ただ、青少年センター＝不登校の対処をするということだけではないと思います。

だから、それがあるからそれを中央の方にもっていけないという考え方には私は納得でき

ません。そういうものが必要であって、どうしてもバルーンミュージアムとは共生できな

い、一緒の建物では不都合であるということであれば、不登校の部分については、それな

りに別のことを考えなければならないと思います。不登校があるからといって、持ってく

るのを抑えるという、いわゆる規制するということは考えていません。他にもいろいろ青

少年センターは役割をもっていますから。ただ、そこにそういうクラス・教室的なものが

あるということは、私も分かっております。それと不登校対策というのは違った意味でも

させていただいていますので、そういう立場で考えていただきたいと思います。そういう

声が上がっているというのはキャッチしています。 

 

（記者） 

当初予算概要説明の一番最後のページのトピックス（２）のところで「経営革新度ラン

キングで佐賀市全国第７位」という表記がありましたが、全国８１２市のうちの第７位と

いうすごい上位の方なのですが、市長、この評価に対してどのような点が市長の実績の中

で評価されて、これからもっとこういうところを改善していきたいとか意見をお願いしま

す。 

 

（市長） 

これはいろんな要素で評価されています。そういう中で佐賀市では、情報公開と便利さ、

それから住民の参加度、こういった部分は最近上の方にあがってきたんじゃないかなとい

う風に思います。そういう意味ではやっぱり役所だけじゃなくて、地域で頑張っていただ

いている、特に今コミュニティ推進ということで地域公民館単位ぐらいで努力をしていた

だいておりますが、行政も頑張っておりますが、地域の人たちもそれに呼応して頑張って

いただいている。そういう部分の評価をかなり受けているんじゃないかなと思います。そ

れから、サービスの度合い、利便性、一番いいのは住民参加度が５位ということ、これが

結構順位を押し上げていると思います。 

 

（記者） 
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それと７位という数字ですが、これをさらに向上させるためには。 

 

（市長） 

そうですね。この数字を上げるために頑張るというのは、私はあまりしたくない。自然

にやって、そしてその結果がこういう風な評価を受けたということになると思いますので。

これを上げるのが目的ではなくて、地域のコミュニティを増すとかですね、あるいは役所

の窓口の対応なんかで、本当に市民の皆さんたちの相談があった時に、かゆいところに手

が届く、あるいは全体的な相談体制がとれている、そういったものを充実させていきたい。

その結果がどう評価されるかによりますね。 

 

（記者） 

その他よろしいでしょうか。では幹事社からマイクお返しします。 

 

（秘書課長） 

ありがとうございました。記者会見を閉じます前に、少しお時間をいただきたいと思い

ます。本日飾っておりますけれども、肥前名尾和紙の新製品「ORIGAMI（オリガミ）ラン

タン」のご紹介をさせていただきます。この「ORIGAMI（オリガミ）ランタン」ですけれ

ども、大和町名尾地区で江戸時代から続く県の重要無形文化財「名尾手すき和紙」の技術

を受け継ぐ谷口祐次郎さんの新作でございます。 

本日、西日本新聞の朝刊にも取り上げていただいておりましたけれども、現在、フラン

ス・パリで開催されている工芸企画展の方に展示をされております。鉄骨などを組んで強

度を高める現代の建築技法を、日本古来の「折り紙」の技術に応用して、一枚の和紙でで

きておりまして、それを球体にしたものでございます。強度と美を兼ね備えた、伝統と現

代技術の融合による一品となっております。 

この作品につきまして取材等ございましたら、窓口は経済部となっておりますので、経済

部長のところにお願いをいたします。 

 

それでは、以上をもちまして記者会見を終わらせていただきます。 

皆さんどうもありがとうございました。 

 

 


