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■■■■    司会司会司会司会（（（（秘書課長秘書課長秘書課長秘書課長））））    

皆さん、こんにちは。定刻になりましたので、ただ今から１１月定例議会の議案につき

まして、市長記者会見を行います。最初に、お配りしております資料の確認をお願いいた

します。お手元のほうに本日の次第と、それから補正予算概要のパワーポイント資料の２

点を置いております。また、事前レクの際に配布した資料が案件一覧と補正予算の概要の

２点となっております。よろしいでしょうか。 

本日は、最初に議案についての説明を行い、質疑を行います。その後に市政一般につい

ての質疑応答を行います。 

次に、毎回お願いしていることですけれども、本日の記者会見は佐賀市のホームページ

でライブ配信をしておりますので、ご発言の際はマイクを使ってお願いいたします。 

それでは、秀島市長お願いいたします。 

 

■■■■    市長概要説明市長概要説明市長概要説明市長概要説明    

 

皆さん、こんにちは。今ちょうど、テレビで放映されている最中ですかね。非常に慌た

だしい時期での記者会見でございますが、１１月の定例議会について、こちらの予定案件

等についての説明をさせていただきます。 

 

〔〔〔〔平成平成平成平成２６２６２６２６年年年年１１１１１１１１月議会案件月議会案件月議会案件月議会案件についてについてについてについて〕〕〕〕    

 

こちらの資料をご覧下さい。（（（（資料資料資料資料：「：「：「：「平成平成平成平成２２２２６６６６年年年年１１１１１１１１月定例月定例月定例月定例会会会会案件一覧案件一覧案件一覧案件一覧」）」）」）」）これを読ませ

ていただきますが、当初送付が３５件あります。その内議案が３３件。その内訳としては、

予算が１０件、条例関係が８件、その他１５件となっております。選挙等がありますと、

また少し変わってまいりますが、内容は第９３号議案（「（「（「（「平成平成平成平成２６２６２６２６年度佐賀市一般会計補正年度佐賀市一般会計補正年度佐賀市一般会計補正年度佐賀市一般会計補正

予算予算予算予算（（（（第第第第４４４４号号号号）」））」））」））」）から補正予算となっております。それから条例関係が第１０３号議案（「（「（「（「佐佐佐佐

賀市職員賀市職員賀市職員賀市職員のののの高齢者部分休業高齢者部分休業高齢者部分休業高齢者部分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」）」）」）」）から続きまして、そして、第１１２号議案（「（「（「（「佐佐佐佐

賀市有線賀市有線賀市有線賀市有線テレビのテレビのテレビのテレビの指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者のののの指定指定指定指定についてについてについてについて」）」）」）」）以降が指定管理者の指定でございまして、

後は契約関係が第１２０号議案（「（「（「（「北棟増築及北棟増築及北棟増築及北棟増築及びびびび本庁舎本庁舎本庁舎本庁舎１・２１・２１・２１・２階改修階改修階改修階改修（（（（建築建築建築建築））））工事請負契約工事請負契約工事請負契約工事請負契約

のののの締結締結締結締結にににについてついてついてついて」）」）」）」）から入ってまいります。庁舎の北側に作ります北棟の増築の関係が３つ
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入っています。そして、次のページになりますが、旧久富家の改修工事や学校関係での変

更契約が入ってくるということになっております。内容的には条例関係で、そんなに大き

いものはございませんが、第１０５号議案の人事課関係の条例（「（「（「（「職員職員職員職員のののの給与給与給与給与にににに関関関関するするするする条例条例条例条例

等等等等のののの一部一部一部一部をををを改正改正改正改正するするするする条例条例条例条例」）」）」）」）は、人勧等に伴いまして職員、特別職等の給与を改正するもの

でございます。 

それではその中で、補正予算の説明を少し加えたいと思います。（（（（資料資料資料資料：「：「：「：「平成平成平成平成２２２２６６６６年年年年度度度度

１１１１１１１１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））））」）」）」）」） 

平成２６年度の１１月補正予算でございます。一般会計でいきますと、補正総額５億２

千万円近く。補正後の額が、９４０億円を少し超えます。 

その内の「「「「職員職員職員職員人件費人件費人件費人件費」」」」、先ほど申しましたようにプラスになる部分と、人事異動で変わ

る部分と両方ありまして、それを差し引きまして７千万円程度の増額の補正でございます。 

それから、「「「「県知事及県知事及県知事及県知事及びびびび県議会議員県議会議員県議会議員県議会議員選挙選挙選挙選挙執行費執行費執行費執行費」」」」。これは通常選挙で考えた場合のもので、

これは債務負担行為で出てまいりますが、ここに出している数字でございます。（衆院選）

選挙が実際あって、古川知事が辞められるとなると、これが変わってまいります。 

それから、一般会計が続きますが、三重津海軍所跡の世界遺産登録についての関連経費

として、１千７百万円程度。（「（「（「（「世界遺産登録推進事業世界遺産登録推進事業世界遺産登録推進事業世界遺産登録推進事業」）」）」）」）それから、同じ世界遺産的なもの

でございますが、ユネスコの無形文化遺産に他の都市と一緒に遺産登録をしていこうとい

うことでございまして、これらの中に佐賀市の「見島のカセドリ」がエントリーをする予

定でございます。その部分での DVD制作費等が１１５万円ということであります。（「（「（「（「見島見島見島見島

のカセドリのカセドリのカセドリのカセドリ」」」」無形文化遺産登録関連経費無形文化遺産登録関連経費無形文化遺産登録関連経費無形文化遺産登録関連経費））））あと、「「「「豪雨豪雨豪雨豪雨災害復旧費災害復旧費災害復旧費災害復旧費」」」」として、８月の災害分

でございますが、１億円程度の経費を計上しています。あとは特別会計で、それぞれ人勧

あるいは人事異動等に伴う補正でございます。企業会計も一緒でございます。 

あと、話題的なものをトピックスとしてまとめております。 

最初に、「「「「第第第第２２２２回回回回佐賀市民芸術祭佐賀市民芸術祭佐賀市民芸術祭佐賀市民芸術祭」」」」です。昨年第１回目を行いましたが、今年は１２月１

９日から２１日までの３日間ということで、文化会館で行います。 

そのプレイベントとして、議場で、ちょっと変わったこととして、今度の議会の（一般

質問）初日、１２月３日８時５０分から始めますが、実際は９時１０分からジャズのミニ

コンサートを開催する予定にしております。（「（「（「（「議場議場議場議場コンサートコンサートコンサートコンサート」）」）」）」） 

次に、「「「「バイオマスバイオマスバイオマスバイオマス産業都市産業都市産業都市産業都市のののの認定認定認定認定」」」」をしていただきました。ここに認定証を置いており

ますが、これも１１月１８日にあべ農水副大臣から認定証を東京の方でいただいてまいり

ました。内容についてはもうご存知だと思います。 

以上が１１月議会に向けての議案の説明と、それから当面の市の主な行事ということで

説明させていただきました。以上です。 

 

（秘書課長） 

市長の説明が終わりましたので、これより質疑応答に入らせていただきます。 



平成２６年１１月 市長記者会見 

3 

 

 

■■■■質疑応答質疑応答質疑応答質疑応答    

 

（記者） 

「見島のカセドリ」の関連経費というのが上がっていますが、事前レクでは平成２８年

３月に申請するというスケジュールになっているとお聞きしました。この決定までのプロ

セスについてもう少し詳しく教えてください。 

 

（事務局） 

 プロセスですけれども、今の予定としては平成２８年の３月にユネスコの方に提案をす

るということで、その後に政府間委員会の補助機関で審査がまず行われます。その後に、

政府間委員会で決定をするということで、その決定の内容としては「記載」、「記載」とい

うのは登録をするということで、「情報照会」、追加情報の要求ということ、そして「不記

載」、この３種類に分けられるということです。最終決定する時期がはっきりしておりませ

んけれども、早ければ１年８ヵ月後の平成２９年の１１月。遅ければ、またそれから１年

先に伸びる可能性があります。参考までですけれども、今年の３月に唐津くんちの山笠を

含む「山・鉾・屋台行事」というのがユネスコの方に提案をされております。これが、本

来であれば２０１５年の１１月に結果が出る予定でしたが、審査件数が非常に多いという

ことで、一年先送りになっておりまして、２０１６年の１１月に決まるという話を聞いて

おります。そのため、今のところはっきりいつ決まるというところは分からないというこ

とです。最短で、１年８ヶ月後ということになっています。 

 

（記者） 

 政府間委員会というのがいつ頃実施されるというのは分かりますか。 

 

（事務局） 

 だいたい毎年１１月に行われております。 

 

（記者） 

 条例関係で伺います。今回５５歳以上の勤務時間の短縮の条例を出されていますが、こ

の条例を定めた理由と、職員にどう利用していっていただきたいのか、伺いたいと思いま

す。 

 

（総務部長）  

 今の高齢職員が、一方で親の介護というような実態で、介護休暇もございますけれども、

そういった状況もあるということを踏まえて、一つそういった対応をしていきたいと。高
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齢による勧奨ということになれば、勧奨も必要なんですけれども、職員がそこで辞めてい

くという実態もありますので、そういった制度として既に制度化されているものですから、

地方公務員法で制度化されている部分を今回条例に落とし込んだものでございます。 

 

 

（市長） 

まだ活用じゃなくて、必要な人に使っていただきたいということで、先ほど総務部長が

言いましたように、あと何年かを残して先に辞めていく職員が毎年おります。もう少し頑

張って欲しいなという気持ちがある訳ですが、内容を聞いてみますと、親の介護とかです

ね色々な理由がある。そういったことで、何とかそういったものが救済されたらという気

持ちでおります。 

 

（記者） 

今回の予算の中で、売電が順調だと事前レクで伺いました。今回総務省にバイオマス産

業都市に指定されたこともありまして、そういった意味で売電が順調なことについて、市

長としての受け止めをお伺いしたいと思います。 

 

（市長） 

 売電が順調というか、予定通りということです。 

バイオマスは売電だけではなくて、ご存知のとおり、佐賀市の特徴は廃棄物からエネル

ギーや資源を引っ張り出すということです。廃棄物、佐賀の場合はごみですね、廃棄物を

処理する過程の中から引っ張り出していくと。それからまた、公共下水道の処理過程の中

から発生する色々なガスや熱を利用して、有効に利用することがメインになっております。

そういったものから発展いたしまして、CO２の活用とか、そういったものを取り入れてミ

ドリムシを大量培養することができればと、そういったところの共同研究等もさせていた

だいておりますので、バイオマス産業の中で売電が順調というような部分は計画通りのも

のであります。 

ただ、九電さん等が太陽光発電等で新たなものを受け入れる事を躊躇された部分があり

ますので、そういう意味からしますと順調という言葉がクローズアップされてくると思い

ますが、私達からすると、予定通り、計画通りのことだと理解しております。 

 担当部がどういう説明をしているのか打ち合わせをしておりませんので、担当部からの

見解を聞きたいと思います。 

 

（環境部長） 

環境部の方から補足させていただきます。 

売電につきましては、前段の富士大和のごみの施設の統合、さらに、今年度からは川副、
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東与賀の施設の統合によって、発電施設がある佐賀の清掃工場に持ち込むことによって、

燃焼を電気に変えることができたと。そのために、例えば、平成２４年度の売電量が５２

３万キロワットアワーだったのが、９９２万キロワットアワーまで増電ができたという結

果でございます。 

これは、市長が申しますように施設統合も当然想定をしてきたところでございまして、

順調に進んでいるということでございます。加えて、九電の方に一括売電していたものを、

新電力のほうに供給先を変えることによって、また新たな売電効果が生まれたということ

も合わせての効果でございます。 

 

（記者） 

各社質問はありませんか。ないようですので、一般の質問をさせていただきます。先ほ

ど市長お話されましたが、国政が噂されております古川知事ですが、１７日の会見でオス

プレイの受け入れに前向きともとれる発言をされているのですが、一応ペーパーでコメン

ト出されていますが、改めて今の気持ちをお聞かせいただいてよろしいですか。 

 

（市長） 

古川知事が言われていた部分、メヂィア等で取り上げられていた部分、そういう中から

して防衛省も「前向きだ」ということで評価をされていたように見てとれたのですが、私

の方からすると、「前向き」というよりもあれは「至極当然のこと」ではないかと思います。

県営空港ということで民間機を主体とした空港であるから、やはりそれを害することがあ

ってはならないということでございますので、防衛省としても当然佐賀にお願いをするか

らには民間機の邪魔にならないことを前提として話を持ってきておられると思いますので、

あれで特段「前進」とか「前向き」とかいう気持ちに、私は取っておりません。 

 

（記者） 

 川副の方で、住民に対する説明会が行われたすぐ後で、やはり市民の中にも「拙速じゃ

ないか」という意見もあるかと思いますが、それについて市長はどう思われますか。 

 

（市長）  

 そうですね。ただあれは民間の飛行に邪魔にならないように、影響しないように、支障

にならないように、そういう風に私は捉えておりますので、ああいう答えを出したから「う

ーん（疑問）」ということにはならないと思いますが、ただ気になることはありました。こ

ういった気持を理解してくださいよ、後任の方お願いしますと、そういうものが最後の部

分に感じたのですが、あの部分は私としても「なんで今の時期に？」という風にはなりま

す。 
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（記者） 

オスプレイに関連してなんですが、知事の会見での話だと民間空港としての機能に支障

がないかどうかを３点で話をされていると思います。「現在」、「近い将来」、「その先の将来」

ということなのですが、市長の考えとしては民間空港に支障がないと県知事が判断できる

タイミングとは、その先の将来というものが、きちんと数字等入った上で、判断すべきと

お考えか、それとも近い将来を混ぜても大丈夫だとお考えか、どちらになられますか。 

 

（市長） 

 私はずっと先までというのが、未来永劫というのはちょっと大げさになりますが、先々

までという風に考えます。そういう確認・保証は必要だと思います。気になる部分は「近

い将来」という言葉が、どういうことを意味するのか、ちょっと分かりにくかったですね。 

 

（記者） 

 県が今回データ等も示して検証した結果を説明した上で「近い将来」までは支障がない

と確認したと言ってますが、「その先の将来」のところまで同様のプロセスを辿って示され

るべきという風にお考えですか。 

 

（市長） 

 仮に受け入れるとなると、いわゆる先々まで影響がないという形のものは欲しいと思い

ますね。 

 

（記者） 

 先日１５日、１６日をもって地元川副（空港が立地する）で、その前には自治会長さん

へ防衛省から今回の自衛隊の配備計画についての説明会が開かれましたが、その報告等市

長の方にあがっていると思うのですが、住民の方の質問内容も把握されていると思います

ので、どういう思いで今いらっしゃるのか、説明会が終わった後の受け止めを聞かせてく

ださい。 

 

（市長） 

 市民からの報告を新聞等で読ませていただいた部分で、やはり市民の皆さん、特に地区

の皆さんたちについては、かなり不安を含めて、まだまだ疑問をお持ちだなと感じました。 

 

（記者） 

 住民の皆さんは何に懸念を持っていらっしゃると市長は受け止めてらっしゃいますか。 
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（市長） 

住民の皆さんの懸念というのは、いわゆる安心・安全の部分それに加えて騒音も加わっ

てくると思います。今から２４年前、空港を地元の人たちが受け入れたというか、地元の

中でも特に協定を結んでいるのは町も結んでいたのですが、漁業関係者が結ばれていた中

の、いわゆる添付資料の中に「自衛隊と共用しない」という風なことを書かれていた部分、

その意識は残っていると新聞等で見る範囲内では感じました。 

私自身もそうなのですが、「共用しない」ということ、これは佐賀市議会や記者会見の場

でも何度か言ったのですが、市議会でも地元の議員さんが当時関わっておられて、そして

議会でその時の模様をつぶさに説明されながら、私に質問をされた経緯がございます。 

それからしますと、あの覚え書きに関して添付されている資料のあの部分（「自衛隊と共

用しない」）についてはやっぱり将来にわたって自衛隊の共用は考えられませんと言ってお

られる。その立場で私も答弁をしていました。 

そのあと同じ時期に県議会で決議がされまして、その中にも自衛隊のことはもちろん書

かれていますが、「軍事利用が不可能なことは明らかである」という決議があり、それと同

じようなことを私も議会で答えていますが、同じことを県議会の議員さん総意で決議をさ

れています。だから全く私と同じ考え方、解釈の仕方だと思います。 

それを裏付けるように、空港の建設事務に携わっておられた当時の職員で、後に県議を

された楢崎さん、この方に新聞数社が質問をされて答えられていること、その中に「しな

い、させない、ありえない」と、当時はそういう気持ちで対応したことを当時の上司であ

った井本元知事も同じような考え方を示されています。 

そういう部分からしますと、あの「共用しない」という言葉はかなり重いものがあると

思います。それが「また以下」の解釈で、前段の部分が抜けたような形で判断され、後の

対応をされるとなると、かなり現場というか、地域の人たちとの認識の差があるのではな

いかと、そういう認識の差が実際あるのかということですね。認識の差が残っているとす

れば当然不安感、あるいは不満感という形で出てくると思います。 

 

（記者） 

防衛省側は再度の説明や自衛隊機による試験飛行を検討していると住民の方々に回答さ

れているようですが、市長自身はまだ住民の方への防衛省の説明は必要だとお考えでしょ

うか。 

 

（市長） 

まず私には、県がどういう形でされるのか、関係者に事前協議をされる気持ちがあるの

かないのかも伝わっておりません。だからどうなるかわかりませんが、先ほどの言葉、ま

た繰り返しになりますが、かなり重いものだと私は理解しております。 

その辺りをどういう説明をされるのかに、一つかかっております。それを過ぎて具体的
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に議論をすると、現実の問題として、これは防衛省の問題と関係ないことだったのですが、

それを受けて具体的な協議をする時に、防衛省の資料説明等がでてくると思います。その

中に当然騒音の度合いというのは人によって感覚が違いますから、数字だけで説明できる

ものではないだろうと。実際こちらにきて通常考えられているような訓練の時に発せられ

る音を出してもらう。そして住民の皆さんに受け止めてもらうことを実際やってみた方が

いいのではないかと。50デシベルとか 80デシベルとかいってもなかなか分かりにくい部分

があるので、実際聞く、例えば、「７・８機で編隊を組んだ時はどういう風に音がする」と

か、「オスプレイが何機で一斉に飛び上がる時にはどういう音がする」というのを実際聞く

のが一番分かりやすいのはないかと思います。 

それも天気によって違いますし、時間帯によっても聞こえる音は変わってくると思いま

すから、実際聞いてみるくらいのことをしないと、なかなか安心・安全につながっていか

ないと思います。 

 

（記者） 

住民の方に自衛隊機及びオスプレイの音を聞くような機会があった方がよいということ

でよろしいでしょうか。 

 

（市長） 

そういうことが必要なのかどうかですね。そういうことをする必要はないかも分かりま

せんし、県が提案しなければあり得ないですし。提案があれば、必要になってくるかも分

かりませんね。 

 

（記者） 

するとしたら防衛省が行うという形になると思いますが、防衛省がそういう提案をされ

た場合にどうするかということで。 

 

（市長） 

私の考えでは防衛省が先にそういう提案を出すということはないのではないかと思いま

す。まず県がどういう考えを持っているのか、その辺りが今のところまだはっきりしない

ので、県が県営空港に（自衛隊を）誘致しないということであれば、受け入れられないと

いうことであれば、必要性もないですし。そういう意味で言っています。 

 

（記者） 

先ほど市長は県もしくは知事の考えと住民の認識のところで不安や不満がもしかしたら

生じるのかもと言うような発言をされましたけども、そういう状況の中で古川知事がまだ

正式な発表ではないんですが国政に転身の意向を示されていることについてはどのように
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お考えですか。 

 

（市長） 

 古川知事が言われているように、国会の方に転向されるということ、転出されるという

ことになるということで答えさせていただきますが、佐賀市の行政にとってもかなり協力

的に理解を示しながら、事業を後押ししてもらった部分もあるんですよね。だから非常に

国政の方に行かれるというのは、私からすると残念と言うんですか、もう少しいて相談相

手になってほしかった、そういう気持ちはたくさんあります。 

ただ、このオスプレイの問題はちょっと違う部分があるかもわからないですけど、相対

的に佐賀市の発展というんですか、佐賀市の行政がうまくいくような配慮はこれまでして

いただいており、そのありがたい部分はあるんですが、オスプレイの問題を含めて、まだ

大きな仕事を残されて国政に出られるというのは、非常に私としては、なんというんです

か、寂しいじゃないけど、もっと居て欲しいなぁというように、そちらのほうの気持ちが

強いですね。 

 

 

（記者） 

 オスプレイに関していうと、大きな仕事とおっしゃいましたけど、やはりもう少し道筋

をつけてほしいなと言うのは率直なお気持ちでしょうか。 

 

（市長） 

 大体スタートの時点から同じ問題提起を受けて、やっています。それで、問題点は分か

っておられるし、また地域の人、それからこの佐賀空港の最初からの経緯、作られた時の

苦しみとか経緯とかそういったものも十分知っておられますので、そういう方がおられた

ほうが話しやすい、こちらの意見もわかっていただきやすかったんじゃなかろうかと思い

ます。 

 

（記者） 

 話が変わるのですが、解散総選挙の関係なんですけれども、市の税収も若干上がってき

て県も１１月補正では税収も少し改善しているんですが、この時期でいったん仕切り直し

ではないですが、時間のギャップが選挙によって開くことになるんですけれども、解散総

選挙に関してどう受け止められているか教えていただけますか。 

 

（市長） 

 率直に言って、この解散風というのは１０日くらいですかね、急にガッと強くなって、

今日解散ということで、子育て三法あたりや他にもいろいろございますが、やはり消費税
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の増税に絡んだ部分での予算と言うのも頭の中に入れていた事からしますと、かなりそう

いった部分での不安点・心配点が残っているのも事実です。しかし、国民生活の安定、そ

ういったものを慮って増税をしないということであれば、それはそれとして受け止めなけ

ればなりませんが、いずれにしても今回の解散は、焦点と申しますか争点と申しますか、

何かすっきりしないものが、これが秘密保護法とか集団的自衛権の問題、そういったもの

で信を問うということであれば理解できますが、今回の部分で多くの選挙費用を必要とす

る解散がどうなのかというのを、私は疑問を感じています。 

 

（記者） 

 秘密保護法とか集団的自衛権の話だったらということでしたけど、別に特に解散しなく

ても増税見送りができるんじゃないかと言うところの話を今おっしゃったということです

か。 

 

（市長） 

 はい、今回の解散については、総理あるいは内閣でそれなりの判断をすれば、それでも

よかったんじゃなかろうかと。わざわざ解散までする必要があったのかという、そういう

部分では、疑問を感じてます。 

 

（記者） 

 話が少し前に戻って恐縮なのですが、古川知事が国政に挑戦された場合には知事選が当

然あると思いますし、新しい知事が誕生という可能性があるんですが、そのことでオスプ

レイの問題に関しては、新しい知事とのやりとりとなると思うんですが、それに関してご

心配な点とかないでしょうか。 

 

（市長） 

 いくらか温度差と言うんですかね、先ほども答えたんですが、内容、佐賀空港の生い立

ちと言うんですかね、どういう風にして関係者が苦労して作ってきたのか、そこを十分に

分かった人と話すのは、意外と言葉が少し足らなくても気持ちが通じる部分があると思い

ます。それが、そうじゃないとやはり気持ちを合わせるというんですか、お話をするにも

そういう部分での気持ちの通じる部分から作っていかなくてはならないということですね。

難しさを感じることになるかもわからないということですね。 

 

（記者） 

 先ほどの１５・１６日のオスプレイの住民説明会で、九州防衛局の部長さんがおっしゃ

ってたんですけれど、地元の理解と言う部分、自治会の意見を集約してそちらで一定の理

解が得られれば、一定の理解としたいというような主旨の発言があったんですけれども、
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そこについてはどうお考えでしょうか。 

 

（市長） 

 最終的には、今回は更地である土地に作るということで申し込まれているのではなくて、

県営の空港を利用したい、ということでされています。だから最終的にはそれを受け入れ

るか受け入れないか、まずは県がどうするのか、先ほどから言っていますようなことがひ

とつありますね。その次に、それでは県が、地元あるいは市に対して申し入れをした場合

についてどうなるのかというのが、その次の段階で出てくると思います。だから、今、私

から考えますと、前段の部分が先に議論になっているということでございまして、なかな

か見えてこない、だからこちらの方も困ると。ただ、今私たちが準備しているのは、もし

事前協議の持ちかけがあった時に、すぐ対応できるような資料集め等をさせていただいて

いるということで。だから、うまく防衛局のほうは地元に説明された、それはそれで良い

と思います。佐賀市に提案された事であれば。だから、そこがＯＫだとそれでいいのかと

いうかと、そうでもなかろうということですね。また見えてこない部分、態度がはっきり

されてない部分をはっきりさせてもらわないと話がこじれてしまうと、私はそうとらえ方

してます。 

 

（記者） 

 仮に県の方が、受け入れとなった場合に、地元の理解ということについては、市長は地

元の理解というのはどういう事を考えられていますでしょうか。 

 

（市長） 

 これが一番難しいですね。何をもって地元が理解をしたというか。もちろん市に対して

（説明）していますから、市を代表するものとしては私もいるかもわかりません、議会も

あるかもわかりません。それと以前の協定からしますと、川副と東与賀が入って、それと

諸富が入っていますね。後は、直接は中には入っていないということですから、北部の人

からもどのような意見というのが出てくるのか、尊重の度合いといったものを考えなきゃ

いけないのかどうか、そこらへんもまだ内部で議論しなきゃいけない。今のところは佐賀

市民と言うことで広い立場で考えています。また、自治会も広くとらえていますが、今あ

っているのはどちらかと言うと、南部の空港周辺ということでされていますので、その辺

の市民の意向のとらえ方をどうするのか、これが今からもし、そういう話になってくると

難しい部分になってくると思います。 

 

（記者） 

 確認ですけど、仮に県がそういう態度を示した場合、今のところ市長としては広く佐賀

市民ですとか、佐賀市全体の自治会の理解が地元の理解と言うことでしょうか。 
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（市長） 

 そうですね。そういう風になってほしいと思います。そうしないと、地域間の対立関係

をどうにかすると生み出すことになる。これが今、一番私としては怖いですね。たとえば

南対北とか、そういう風な対立関係になると非常に怖いですね。 

 過去の会見等でも言っていますように、佐賀市が合併をして一体化をお願いして、なん

とかまとまりつつある中で、こういう提案で、それを壊すということになると、あまりに

マイナスになると、私はそこを心配しています。 

 

（秘書課長） 

 それでは以上をもちまして市長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。 

 


