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平成27年3月4日 平成27年3月定例会

◇生田忠照議員質問
１　元気なお年寄りをつくるしか道はない
２　人口増の早道となる地元企業支援策を問う
３　市庁舎建設と中心市街地について
４　新年度当初予算案について

３番（生田忠照君）（登壇）
　皆様こんにちは。実践クラブ、生田忠照でございます。暦は３月になりまして、初市も
始まり、春の足音がそこまで聞こえてまいりました。初当選をさせていただいて以来、市
民の皆様

はもちろん、先輩、同僚議員の皆様、市長様を初めとして、理事者の皆様、市役所職員の
皆様には大変お世話になりました。この場をおかりいたしまして、改めて厚く御礼申し上
げます。

ありがとうございました。
　今までの４年間を振り返りまして、こうやってここに立ちますと身が引き締まる思いで
あります。きょうは私の愛する島原市が抱える課題についてしっかりと質問をさせていた
だきたい

と思います。どうぞよろしくお願いいたします。
　それでは、まず最初に、元気なお年寄りをつくるしか道はない、こういったタイトルで
半分以上時間を使いまして質問をさせていただきます。
　12月議会で、これから私たちに迫り来る2025年問題を取り上げました。元気なお年寄り
にどうすればなれるか。地味であり、今さら取り上げる問題ではないような気もいたしま
すけれど

も、島原のこれからの10年先をどうするのか。勉強すればするほど、この課題に直面して
しまうのです。
　これからの島原は、いまだかつて経験したことのない超高齢化社会がやってまいりま
す。病院に行きたくてもベッドがあいていない、お金はあっても介護施設に入れない、そ
んな時代が

やってきます。
　私は、島原の人口減少に歯どめがかからない現状の中、さらに高齢者は増加するという
ダブルパンチで倒れないためには、市を挙げて健康づくりに取り組み、病気にならない、
介護を必

要としない元気な高齢者をつくるしか道はないと信じております。
　それがうまくいけば、ピンチをチャンスに変えることができます。在宅医療や在宅介護
が充実し、生活支援と福祉サービスの提供ができる住環境が整えば、都会で爆発的にふえ
る行き場

のない介護難民が、島原出身の方々はもとより、老後は安全・安心な島原に帰ろう、住も
う、そういう人口増加策につながるのではと思うわけです。
　しかし、簡単ではありません。でも、皆さん、周りを見渡すと、年齢の割に若いよね、
元気だよねという方々が思い浮かびませんか。解決のヒントは、その方々にあります。一
体何を食

べているんでしょうか。よう歩きよらすけんねと。毎日畑に行きよらすけんねと。
　きょうは、どうしたら元気な高齢者、それをつくれるか、それを５つのポイント、まず
食事、運動、それから仕事、そして住む環境と健康診断の健診、この５つで話を進めたい
と思いま
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す。
　まずは、市長にお聞きします。
　私たちが住みなれた自宅や地域で暮らし続けるためには、地域包括ケアシステムという
支援体制が必要だと言われていますが、なぜ必要なのでしょうか。
　また、先ほどの元気でいるための食事について、行政としてどんな取り組みをされてい
るのかお聞かせください。
　残りの質問は、自席より一問一答方式で質問をさせていただきます。よろしくお願いい
たします。

市長（古川隆三郎君）（登壇）
　生田忠照議員の御質問にお答えをさせていただきます。
　元気なお年寄りをつくるしか道はないというテーマで、なぜ地域包括ケアシステムとい
う支援体制が必要なのであるか。そして、お年寄りの方々の食事について行政がどうかか
わってい

るかという御質問であります。
　地域包括ケアシステムとは、団塊の世代の方全員が75歳以上となり後期高齢者が急増す
ることから、病院の入院ベッドや介護施設が不足することが予測される2025年をめどに、
介護状態

等になっても住みなれた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよ
う、医療、介護、予防、住まい、生活支援を一体的に提供するシステムであり、地域の高
齢者の在

宅生活を支えるために必要なシステムであります。
　また、元気なお年寄りの食事への取り組みでありますが、食は生きるための基本であ
り、バランスのとれた食生活は生活習慣病を予防し、健康な生活への活力となります。
　島原市では、高齢者に向けた食事の指導といたしましては、保健センターや各地区及び
各自治公民館で実施されます食事を中心した高齢者ふれあいサロン、また生活習慣病予防
教室など

において、減塩、適切なカロリー食の調理実習及び栄養指導等を実施いたしております。
　平成25年度は、高齢者ふれあいサロンを22カ所で90回実施し、延べ1,482人の方が御参
加いただきました。生活習慣病予防教室を２カ所で12回実施し、延べ141人の方が参加さ
れています

。また、このほか転倒予防教室なども開催をし、29カ所で48回開催し、延べ1,054人の方
が参加されました。
　これからも島原市食生活改善推進委員協議会や関係機関と連携を図りながら、生活習慣
病の発症と重症化を予防する食生活の実践に取り組み、健康寿命の延伸と生活の質の向上
に努めて

まいりたいと考えております。

３番（生田忠照君）
　どうもありがとうございました。
　いろんなところに集めて指導をするというようなやり方が今主流のようですが、ここで
少し病気のデータをお話ししたいと思います。
　がんの死亡率の１位は男女とも青森県、それから狭心症・心筋梗塞の１位は男女とも和
歌山県ですね。白血病の死亡率１位は男女とも鹿児島県、県によって特徴が異なるといい
ますけれ

ども、県民の特徴を知ると生活習慣や食生活というのは、こんなにも健康に影響するんだ
なということがわかります。
　それでは、健康寿命が長い県はどこかというと、御存じでしょうけれども、長野県、あ
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るいは静岡県、この辺が１番でございます。
　長野県は、野菜摂取量が全国１位です。そして、静岡県は、農林水産物の生産品目数が
1,143品目で全国トップクラスと、バランスがいい食事をされている、そういうところで
ございま

す。加えて全国一のお茶の産地ですよね。静岡はですね。それで、日ごろからお茶をたく
さん飲んでいると。緑茶１世帯当たりの年間支出金額が全国で１位ということで、日常的
にお茶を

いっぱい飲まれるということです。そういったものが関係しているようですが、何を言い
たいのかというと、私たちが住む島原も食材は負けんよねということです。
　ここでお聞きをします。静岡あたりは野菜を食べようとかお茶を飲もうという取り組
み、それから、キャンペーンというのを地域全体で、しかも強力にやっているというとこ
ろが島原と

違うのかなと思いますけれども、例えば、あるまちのお年寄りは非常に若々しいと。調べ
てみると、昆布が特産品で、昆布を日常的によくとっているというのが後でわかったとい
うような

お話があります。
　島原には名産のダイコン、ニンジン、例えば、ショウガ、それからワカメ、シイタケも
あるでしょう。そんな食材が手を変え品を変え毎日の食卓に出て、結果はみんなが健康に
なるよう

なそんな取り組みをしてほしいんですが、いかがでしょうか。

福祉保健部長（金子忠教君）
　確かに食というのが健康に大きくかかわっているというのは、私も事実だと思います。
ただいま本市におきまして、食育推進計画というのを今取りかかっておりまして、そこの
中でも地

産地消ですとか、それから地域の食材を使っておいしく健康のために取り組もうというこ
とで、随所にそういうところを盛り込んでいるところですけれども、人それぞれに好き嫌
いとかい

ろいろあるかと思いますけれども、健康のために食というものをいかに大切かということ
を市としてももっとアピールして、健康増進のほうにもつなげていきたいなとは考えてお
ります。

３番（生田忠照君）
　ありがとうございました。好き嫌いは別にして、やっぱり島原はいろんなものがあり過
ぎるというか、本当豊富なのでいいんですけれども、これという健康にいい食材という観
点で見る

と何かポイントがないかなと。そういった今お話ししたようないろんな特産品、体にいい
というような食品も毎日欠かさず食べるというのは結構、意外と難しい。
　以前にこの議会で嬉野町という、佐賀ですね。そこで子どもの給食でＲ１というヨーグ
ルト、これを飲ませたら非常に免疫力が強くなって、インフルエンザ患者が減ったんだと
いうよう

な報告をしたことがございますけれども、今回は第２弾なんですが、料理で毎日使う油に
ついて質問させていただきたいと思います。
　ゴマ油とかオリーブオイルとか体にいいという油はありますけれども、エゴマ油という
のを御存じでしょうか。市長、御存じでしょうか。

市長（古川隆三郎君）
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　エゴマ油、聞いたことあります。

３番（生田忠照君）
　野菜屋さんですから、野菜からできているので御存じかなと思ったんですが、このエゴ
マ油ですね。ちょっと見ていただきたいんですが、これですね。（パネルを示す）
　先ほどお聞きしましたから、議会事務局の森川さんはよく御存じでした。エゴマといっ
ても、これ写真見ていただければわかるんですが、シソの葉っぱみたいなものですね。こ
れに含ま

れるオメガ３という脂肪酸があるんですが、その中のアルファリノレン酸、こういうのが
すごいらしいんですよね。このアルファリノレン酸は、人間の体に必要不可欠な栄養素で
あり、実

は人間の体ではつくることができませんと。これの一番の特徴は、これ油なんですけれど
も、できた種からゴマみたいに絞る油なんですが、油なのに脂を分解するんですよ。体の
中の血管

の中にたまった脂とか脂肪、この辺の脂とか、油なんですけど、これをとることによって
それを分解してやせていくというようなことなんです。心臓、血管系の病気やダイエッ
ト、しかも

老化や認知症、これに効果があるんじゃないかといって今大注目で、スーパーは売り切れ
状態というような話でございます。こういうものが大量にあれば安く手に入りますが、少
し高いん

ですよね。
　そこで、先ほどから午前中出ました。薬草の事業、これは地域の元気創造プランを利用
するということで僕も勉強してみました。これはビジネスになるようなモデルじゃないで
すか。こ

れは体にいいとわかっているんですが、少し高いのと、もう１つ弱点があるわけですよ。
これ熱に弱いんですね。だから、みそ汁に入れたりドレッシングにしたりするのは最高に
いいんで

す。しかし、いためものでハムをいためるのに使う油としては効果がなくなってしまうと
いうことなので、加熱して品質を保つようなエゴマ油ができれば、これは最強の油になっ
てくるわ

けですよ。そして、売れると、間違いなく。
　というようなことがありまして、先ほどの薬草の事業の中で誘致されてくるのはわかる
んですが、何をやるのかというのは多分今からだと思うので、そういうところでこのエゴ
マ油の研

究開発をぜひ検討してもらえないかと思いますが、いかがでしょうか。

市長（古川隆三郎君）
　貴重な提案ありがとうございます。実は、そのエゴマという葉っぱは青ジソによく似て
いるんですが、大きさ自体はアジサイの葉っぱにそっくりです。そして、実は先般、僕は
韓国の済

州島のほうに出張で行ったんですが、韓国では、この葉っぱで焼き肉等を包んでサニーレ
タス系のチシャとかいいますね、あれと一緒に、スーパーに行くと、これがパックに入っ
て葉っぱ

が何枚も重なって、これをかなりの魚の刺身でも肉でもこれで食べるところを見てきたば
かりです。
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　きょう午前中も薬草園を利用して、これからいろんなチャレンジするというところです
が、専門家の国の内外の大学の機関あたりで、これから何がこの島原で栽培できてどうい
ったもの

が取り組みやすいか、効能はまたどうかということを今からまたそれ入っていくと思いま
すので、そういった中で、そういった効能を含め本市でどうできるかというのは検討する
余地はあ

るんじゃないかというふうに考えます。

３番（生田忠照君）
　ありがとうございました。
　このエゴマ、おっしゃったように韓国でもよく食べられていますけれども、その種の中
の油が一番重要というようなことでございます。
　次に、元気になる運動の取り組みを聞きたいわけなんですけれども、薬草についてもう
１点だけ。
　韓国のドラマで「ホジュン」とか、今、僕は「馬医」という韓国のドラマをよく見てい
るんですが、薬草よく出てきますよね。あれ病気を治すんですけれども、今回のエゴマ油
について

の僕のお話は、健康を続けていくというかな、保つための取り組みということで、病気を
治す薬草というのと、それから健康を保つ薬草というような観点でちょっと御理解してい
ただきた

いと思います。
　次に、元気になる運動の取り組みを教えていただきたいと思います。よろしいでしょう
か。

福祉保健部長（金子忠教君）
　元気なお年寄りをつくるための運動への取り組みということでございます。
　市では、保健センターを初めとしまして、各地区及び各自治公民館におきまして、介護
予防対策として65歳以上の方を対象に転倒予防教室の開催や運動を中心とした高齢者ふれ
あいサロ

ンへの支援を行いまして、運動機能の維持向上と筋力低下予防のための健康体操を実施し
ております。
　また、健康増進事業としまして、40歳以上を対象とした健康運動教室の開催及びウオー
キングやスクエアステップの自主サークルの支援等も実施をしております。
　平成25年度の実績としましては、転倒予防教室を16カ所で113回実施し、延べ1,390人が
参加、高齢者ふれあいサロンを19カ所で19回実施し、239人が参加、健康運動教室を３カ
所で10回

実施し、延べ281人が参加しております。ウオーキングやスクエアステップの自主サーク
ルの支援につきましては、「さるいてみゅうかい」という団体があるんですけれども、こ
ういった

団体７団体に対しまして23回支援し、延べ541人が参加しております。
　平成27年度におきましては、新たに自主的に健康づくりに取り組む意識を促し、健康づ
くりの習慣化を図るため、40歳以上の方を対象にして、健診を受診された方や健康教室な
どに参加

された方にポイントを付与しまして、一定のポイントに達した人に対しまして、抽せんで
島原の産品をお渡しするいきいき健康ポイント事業というものを実施するように予算を計
上してい

ページ(5)



20150304.txt
るところでございます。
　今後も健康寿命の延伸と、それから生活の質の向上に向けまして、高齢者の体力の維持
向上に努めてまいりたいと思っております。

３番（生田忠照君）
　ありがとうございました。
　いろんなことをやられているようですが、少し話してから御質問をもう一度したいと思
います。
　運動のポイントは、できれば毎日無理なく続けることが大事であって、それで運動する
習慣とか癖、こういったものをどうつけるかが一番重要かなと思っています。運動は体に
いいとわ

かっていてもなかなかやらない。でも、畑に行く人は、運動しようと思って行っているわ
けじゃなくて、畑をつくりに行っているのに、結果としてすごく運動をしていらっしゃる
わけです

。
　また、プールはどうでしょうか。体への負担も少なくいいと思いますけど、80歳ぐらい
になって水着は恥ずかしいから着たくないと、だから、行かない方が多いというようなお
話ですよ

ね。
　ところが、私は島根県におりまして、吉田村というところに行ってまいりました。島根
県吉田村は、ぴんぴんころり村ということで有名なところで、過疎の村なんですけれど
も、今まで

そこでは病院に集まっていたお年寄りが、急にプールに集まり出して元気になってまいり
ました。プールで何をやったと思いますか。実は最初はどこも同じで、やっぱりおばあち
ゃんたち

水着は嫌がられたんですね。ところが、いろんなプログラムを考えて一生懸命やったんで
すけれども、ことごとく失敗をして、その中で唯一プールが楽しくなった成功したプログ
ラムがご

ざいます。それは、鬼ごっこなんですね。これは日本財団がやったんですが、水中ビデオ
の映像を見て僕はびっくりしました。80歳を超すおばあちゃんたちが水の中で、例えば古
川市長だ

ったら「隆ちゃん」と言って追いかけるんです、お年寄りが。おばあちゃんがおじいちゃ
んを追いかける、そのときの水中ビデオを見ると１メートルぐらいこうしてやっているわ
けです。

すごいんです、そのビデオがですね。そして、それを見ると、そのおばあちゃんたち、今
で言うと肉食おばあちゃんですね。こういうおばあちゃんたち非常に楽しそうでした。楽
しんでや

っているわけですね、鬼ごっこ。何もそんな難しいプログラムじゃないわけです。
　そういえば、私、建築やっているので、家を建てるんですが、餅まきをやるんですね、
棟上げのとき。そうすると、おばあちゃんたちつえついてこられるんですが、袋を提げ
て。いざ餅

を投げ出したら、こうですよ。あの俊敏さ、やっぱり楽しいからなんです。だから、その
楽しいというような、楽しくなければ運動は続かないということを僕は学んだわけですよ
ね。だか
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ら、いろんなことをやられていると思うんですが、習慣的になるような運動には、やっぱ
りその楽しさというものをどうしたら楽しく続けられるか、そういう視点でお願いをした
いと思い

ます。
　この鬼ごっこ、温水プールで若い、今で言うイケメンを鬼にして温水プールでやったら
どうですか。

市長（古川隆三郎君）
　生田議員、実は私、議会の教育厚生委員会におるときに、長野県の東御市は国保医療費
が物すごく増大して財政負担が非常に大きいところでしたが、そこが急激に国保医療費が
削減でき

たということで、全く山合いの田舎でありました。そこが温泉と温水プールがあって、そ
こに合い言葉が医者通いよりも──お医者さんにとってどうのこうのじゃないですが、医
者通いよ

りも温泉通いということで、その温泉センターのプールに高齢者を集め出したら、毎日そ
こでそういった今全くおっしゃったような光景でした。ここも日本財団が協力をしていま
した。そ

れで、インストラクターの若い女性の方たちなんかが協力して、そのプールの中もこんな
にやって行ったり来たりされているんです。それで急激に国保医療費が下がったというこ
とで研修

に行ってきました。さっき生田議員から健康寿命が長いのはまず長野県だとおっしゃった
ときに、僕は野菜もだけれども、そういった運動も寄与していているのかなと思いました
ので、大

変そういうのにはいいことだと思っております。

３番（生田忠照君）
　ありがとうございました。
　長野県のところも僕も行きましたよ。温泉療法医みたいなお医者さんがついてやってい
るところとかありました。
　この吉田村は、プールを利用した結果がまたすごいんですが、今、市長がおっしゃった
ように、吉田村、国保財政が黒字になっております。このプールを利用しただけじゃあり
ませんけ

れども、この鬼ごっこ恐るべしというようなわけでございます。
　時間もないので、次に参ります。
　高齢者の仕事面については島原市はどういった取り組みをされておりますでしょうか。
お願いします。

福祉保健部長（金子忠教君）
　高齢者向けの仕事ということでございますけれども、市内におきましては、生きがいを
助長し、それから働く場としての島原市シルバー人材センターというところでの働く場所
といいま

すか、そういうところを設けております。

３番（生田忠照君）
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　ですよね。シルバー人材センターが有名ですけれども、テレビで僕はこの前、95歳の新
聞配達を続けている男性が話題になったのを見ました。体調を崩されたのが66歳と、その
ころから

始めたそうですけれども、非常に張り合いができて健康になったとのことです。年をとっ
ても誰かに感謝される、必要とされることは元気を保つ重要なことだと。長野県もやっぱ
り農作業

を３世代家族でやったりされているようです。しかも、少しこの新聞配達はお金がもらえ
ることがポイントだと思います。
　吉田村、先ほどの島根県、ここでは包丁研ぎをされていましたね。包丁研ぎをお年寄り
が一生懸命請け負ってされていました。
　また、世の中には高齢社という会社がございます。高齢社という「社」は会社の「社」
ですね。こういう会社があって、日曜や祝祭日に若者の仕事を代理で引き受けるそうで
す。若い人

からは、日曜、祝祭日に子どもと過ごせる時間ができたと感謝されると。お年寄りは、聞
いてみたら、毎日毎日が日曜日なので、余り苦にならんとですよというようなことでござ
いました

。若者とお年寄りがうまく助け合っているなと思ったわけです。
　市長にお聞きします。日曜、祝祭日に働く高齢者が島原にどっとふえるというような島
原のまちのイメージについて、あるいは健康長寿と仕事の関係、こういうことについてど
う思われ

るか、お聞きしてみたいと思います。

市長（古川隆三郎君）
　確実に団塊の世代がふえています。もうしばらくは人口動態でいうともっとふえていき
ます。そんなときに元気なお年寄りがいろんな形で社会貢献してもらうというのが我々に
とってみ

れば一番ありがたいことであり、また国保事業以外でも、いわゆる子どもたちの見守りで
あるとか、やっぱり地域社会で人口をふやして子どもたちのお世話するというときに、女
性の視点

だとか高齢者が頑張ってもらうことは本当にありがたいと思います。
　さらに、人口減少対策でＩターンやＵターン、僕は土曜日の６時から「人生の楽園」と
いう西田敏行さんがナレーションしているあの番組が大好きなんですが、やっぱり田舎暮
らしをし

たいというときには、ただ住まいがあるだけではなくして、そこに自分が夢で描いていた
人生のやりたいことが何があるのか。例えば、趣味の延長、野菜をつくったり、例えば、
魚釣りを

したり、例えば、俳句を書いたり、いろいろあると思います。そんなふうにやっぱり元気
な方が移住してきていただかないと、すぐまた医療費につながるようでは、また負担の部
分もあり

ますので、やっぱりそういった今、生田議員がおっしゃることも多分そういったイメージ
で、地域に元気な方々がいろんなところで動き回って活躍していただけるまちづくりをこ
れから求

めるべきだと思います。
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３番（生田忠照君）
　そうですね。やっぱり朝起きて一日何するかという仕事が毎日じゃなくても週３日と
か、そういったものをやっぱりプログラムを用意してやるというのが大事かなと思いま
す。また勉強

したいと思います。
　次は、住む環境について質問いたします。
　私の住みかえ施策については、この４年間何度となくこういう議会でも訴えてまいりま
したが、内容については理解してもらえていますでしょうか、ちょっと確認をしたいんで
すけど。

建設部長（高見彰久君）
　これまで質問等があった中では、市営住宅なんかで住んでいらっしゃる高齢者の住む場
所を町なかにつくって、そこに子育てをする若い家族を住ませたらどうかというような住
みかえ施

策の提案だったというふうに思っております。

３番（生田忠照君）
　僕は今、例えば、萩が丘住宅を例に出して質問したと思うんですが、あそこは高齢者の
方が結構いらっしゃるということで、最初は若い夫婦だったのが、もう何十年かたつうち
に学校の

すぐそばに高齢者の方が多くなっていると。本当は高齢者の方は町なかのほうに住んだほ
うがいいので、そこから出て若い世代を学校のそばに住ませたらどうかと。年をとったら
車がなく

ても暮らせるような町なかに住んだらどうかというような１つのところで暮らすという
か、１つのところで自宅から次はもう老人ホームという考えじゃなくて、若いときは学校
のそば、年

とったら町なか、そしてそこで元気に暮らしていくというような住みかえというものを余
り考えたことがないので、住みかえ施策というものをつくって、実際に生き生き横丁とい
うのをつ

くって実践もしてまいりました。そういった中で、僕は住みかえというのが非常に大事に
なってくるんじゃないかなと。町なかに高齢者が集まればケアも効率よくできます。そう
いったこ

ともありますので、元気なお年寄りを集めたいというふうにこれからもやっていきたいと
思います。
　最後に、元気なお年寄りをつくるために、今度は健診率の話をしたいと思います。
　健診率を上げることに集中して取り組んだ結果、医療費の伸びがとまったという長崎県
平戸市の話をしたいと思います。
　まず、お聞きします。国の目標に対して、島原市の特定健診の受診率はどうなっていま
すでしょうか。地区別の受診率の順位の数字はありますでしょうか。また、先ほど言われ
たポイン

ト制度をもうちょっと詳しくお話しください。

福祉保健部長（金子忠教君）
　特定健診の受診率ですけれども、平成25年度が島原市におきましては46.4％でございま
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す。それから、昨年が45.4％でしたので、ちょうど１％上がったということになります。
ちなみに

、県の平均が37.0％でございます。
　それと、済みません、地区別の受診率のデータは今手元にありません。大変申しわけあ
りません。
　ポイントのほうは、ちょっと保険健康課長のほうから説明いたします。

保険健康課長（堀　浩明君）
　いきいき健康ポイントについて説明をしたいと思います。
　いきいき健康ポイントにつきましては、受診率の向上を図るために、まず特定健診、が
ん検診、人間ドックを受けた人、それに加えて健康教育とか健康相談、介護予防教室など
を受講し

た人、それと、みずからが目標を設定して健康づくりに継続的に取り組んだ人にポイント
を差し上げて、そのポイントがたまった人に、設定では50ポイントとしておりますけれど
も、それ

以上たまった人には参加賞を差し上げると。それと、その後抽せんにおいて市長賞、１
等、２等、３等というのを設けまして、島原の産品を贈るというふうな事業を27年度で展
開しようと

しております。

３番（生田忠照君）
　この健診率、島原もずっと上がっています。努力されていると思います。しかもポイン
ト制度でやられるということなので頑張ってもらいたいと思うんですけれども、実は、今
データが

ないということだったんですが、ここに島原市の健康を考えようという資料を僕は持って
おります。これを見ますと地区別のデータ、これ生活習慣病対策室がつくった資料です。
これは食

改さんで配ったそうなので、ちょっと読みますと、受診率の１位は何と安中でございま
す。三会が最下位ですね。メタボが多いのが安中で、糖尿が多いのが有明でございます。
　県内で受診率１位の平戸市民病院の院長の話を聞いてきましたら、受診率を上げる効果
は、医療費を減らすだけではなく介護費用にもいい影響を与えると。受診を、特定健診を
１回も受

けていない人たちは要介護の方が多いと。しかし、５年連続とか、５回を超えると健康意
識が高まって、なっても介護予防でとまるということで、医療費も介護費用にもいい影響
が出ると

いうデータをしっかりお持ちですので、ぜひこの健診を頑張ってもらいたいと思うわけで
す。
　国保財政も赤字続きでどうすればいいのかわからんわけですから、医療費と介護費用を
抑えるために、健診率を上げる戦略にもっともっと力を入れたらいかがでしょうかと思い
ます。ポ

イント以上にね。どうでしょうか。

市長（古川隆三郎君）
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　ポイントの観点は２つあります。１つは特定健診の受診率を上げる目的のポイントを付
与するということ、それからもう１つは、日ごろ毎朝歩いている高齢者の方もいらっしゃ
います。

そして、冬季は別としても、市内で大きくいうと三、四カ所のラジオ体操等のグループで
通っておられる方々がいらっしゃいます。そうすれば、そんなことを日常的に継続してい
ただく、

こんなことをポイントの対象にできるんじゃないかと思います。そういったことで、元気
でやはり医療機関に行く回数が減ることも国保運営上もありがたいことですので、ことし
とにかく

まずポイントということでやってみます。さらにそれに肉づけ等を考えながら特定健診の
受診率、さらには市民の健康増進、そういった関係から取り組んでいきたいと考えていま
す。

３番（生田忠照君）
　これをちょっと見ていただきたいんですよね。（パネルを示す）これが平戸のやつなん
ですけれども、ここ、レッツゴー特定健診で目標をぼんと出していますね。こういったこ
とがやっ

ぱり市民の目に触れるというのも健診率を上げる、要するに健診率を上げるということは
いろんないい効果があるわけだから、やっただけいろんな効果が出るというのはデータが
いっぱい

あるわけですね。だから、こういったものにはもっと力を入れていかないといけないし、
とても大事なことだと思うんですよね。
　この受診率のアップはとても大事なことだと思いますけれども、福祉保健部長、一番大
きな予算を預かるところとして、この受診率アップ、もう一度どう思われますでしょう
か。

福祉保健部長（金子忠教君）
　その前に、まず島原市の国保の医療費の現状からちょっと御説明させていただきます
と、島原市の国保の現状としましては、医療給付費が全体で49億円ぐらいありますけれど
も、その中

で３分の１から約４割近くは生活習慣病が占めております。その中でも特に医療費が高い
のが高血圧や糖尿病が占めておりまして、この高血圧、それから糖尿病が重症化します
と、腎硬化

症とか糖尿病性腎症というものを合併することが多くて、それがひいては透析治療の導入
のきっかけになるというのが実態としてわかっております。
　まず、この透析治療なんですけれども、年間に１人で500万円から600万円医療費がかか
ります。透析が今、島原の場合が全国と比べて導入者が多いんですね。人口100万人に対
するデー

タが出ておりますけれども、国におきましては、平均が100万人に対して2,500人弱です。
それに対して、長崎県が今、平均で2,800人と出ています。じゃ、島原はどうかという
と、約3,300

人ということで、島原市は長崎県の今トップです。ということで、逆にいいますと、島原
市におきましては生活習慣病を抑える、それから透析にできるだけならないようにすると
いう取り
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組みをすれば医療費が下がるんじゃないかということで、今これに相当の力を入れており
ます。
　それで、平成25年度から有明保健センターを生活習慣病対策室ということで位置づけま
して、あそこで一生懸命頑張っておりますけれども、そういう効果もありまして、特定健
診が始ま

った年には、平成20年に始まったんですけれども、受診率が24％ぐらいでした。これが
24％、それから34％、36％、42％、45％、それから、さっき言いました、ことし46％まで
来たんです

けれども、そういったことで徐々に上がってきてはおりますけれども、一生懸命頑張って
おります。
　そういった結果がどうかという断定はできませんけれども、医療費の総額を見たとき
に、これまでは毎年年間医療費の総額が２％から３％ぐらい上昇しておりました。それが
23年度ぐら

いから１％前後ぐらいに伸びが落ちてきております。24年度につきましては伸び率がゼ
ロ％になりました。それで、25年度になったときにちょっとまた1.5％ぐらい伸びたんで
すけれども

、平成26年度について申しますと、３月までの医療費の支払いをつい二、三日前に来たん
ですけれども、それまで入れたところで見てみましたら、昨年より3.8％ほど落ちていま
す。とい

うことは、初めて前年度を下回る医療費になるのかなということで思っておりまして、25
年度の国保の医療給付費におきましても、前年よりも下げた形で予算を組むことができて
おります

。こういったところで市のほうも一生懸命取り組みはやっておりますので、どうか市民の
皆様方にもぜひ特定健診を受診していただきたいということを思っております。
　それで、１つ申し上げたいのが、こういうふうに言いますと、市の予算のためにという
か、削減のために特定健診を受けてほしいというふうに言っているように聞こえるかもし
れません

けれども、これは、まずは御本人のためにぜひ受けてほしいというふうに私は思っている
んです。というのが、それをすることによって早期発見をして医療費が自分の出す、手出
しといい

ますか、自己負担も少なくて済みますし、何よりも生活の質というか、生活の制限をしな
くていい、ＱＯＬといいますね、生活の維持といいますかね、生活の質を下げなくて済む
ので、こ

れは自分のためにまずはぜひ受けていただきたいと。簡単に言いますと、早期発見したた
めに、入院すべきところを入院しなくて済んだとか、透析治療までいかなくて、その前の
投薬治療

だけで済んだとか、そういったことはよくあることなので、ぜひ御自身のためにまずは受
けていただきたいということは申し添えたいと思います。

３番（生田忠照君）
　丁寧な御答弁ありがとうございました。
　今おっしゃったことは、本当そのとおりだと思います。島原は結果も出してきています
し、もっともっと結果がいい方向に行けばいいわけですから、地区別のデータもあります
し、いろ
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んな地区と競わせたりとか、あるいはどこかに集めての健診じゃなくて、平戸みたいに出
ていって出前の健診をやるとか、そういったことも力を入れてもらえればなと思います。
　それでは、２つ目の質問、人口増の早道となる地元企業支援策についての質問をいたし
ます。
　人口減少対策事業予算として35の事業で６億5,000万円、そのうち一般財源から２億
1,000万円が組まれております。内容はざっと、子育てが１億4,000万円、高齢者が4,000
万円、若者

3,000万円というぐらいの予算でございますが、どうかこの作戦で人口減がとまるように
と祈る気持ちでいっぱいでございます。
　お聞きします。その子育てをする働く市民の生活を支える根本的な給料を払っているの
は銀行なんでしょうか、一体どこなんでしょうか、一言でお願いをしたいと思います。

産業部長（田上伸一君）
　生活の給料といいますか、それは会社と考えております。事業所と考えております。

３番（生田忠照君）
　そうですね。会社です。中小零細企業ですよね。子育てが楽になる今回の予算は非常に
助かります。しかし、会社がつぶれたら本末転倒でございます。地元の雇用を支えている
のは中小

零細企業なわけです。このことを押さえてからお話を進めたいんですが、企業誘致は市長
もおっしゃったように非常に難しいと、地元企業の支援策に大きくかじを切るべきだとい
うふうに

思われていると思います。
　まずは島原のどの会社が一体どのぐらいの売り上げがあって、何人雇用を背負っている
のか、島原の会社のことを案外知らないんじゃないかと思いまして、ランキングの上位を
教えてい

ただきたい。また、地元企業の支援策は何があるのか教えていただきたい。

産業部長（田上伸一君）
　市のほうでも、職員による市内企業への訪問の聞き取りや信用調査会社のデータ等によ
るある程度の状況は把握しているところでありますけれども、売り上げでいいますと、最
も大きい

企業で年間90億円の企業がございます。それから、最も雇用人数の多い企業につきまして
は、１社で360人程度の企業がございます。それから、売り上げが10億円以上の企業が24
社ござい

まして、雇用人数が100人以上の企業は９社となっております。

３番（生田忠照君）
　ありがとうございました。個人情報の問題があるんですかね。それでなかなか会社名は
出せないということですが、病院とか福祉とか農業とかは、これのランキングになかなか
出てこな

いんですが、売上高最高は90億円ですね。それから、売り上げが５億円以上は僕のデータ
でも45社、そのうち、10人以下の人間で５億円以上やっているのが６社あります。それか
ら、雇用

ページ(13)



20150304.txt
人数の最高は、先ほどお話あった361人と、50人以上雇っていただいている会社は17社、
10人以上雇っていている会社が58社しかありません。10人以上雇っている会社はいっぱい
ありそう

ですけど、58社しかございません。
　時間がないので詳しい分析は言いませんけれども、市の産業振興の施策のお世話になっ
ている企業は、この中では余りないんじゃないかなと思います。自分で頑張っている。本
音は助け

てほしいんですけど、なかなか使えるメニューがないというのが実態じゃないかなと。
　お話に出ませんでしたけれども、企業立地促進条例でしたっけ、あれはやっぱり市の支
援策というか、オリジナル性が非常に高かったんですが、それ以降、余りそういう市独自
の地域に

合った施策というのが出てこないと。地元企業を支援して、先ほど市長もおっしゃいまし
た２人でも雇用ふやしてもらって、それを50社ぐらいつくれば100になるやないかと、そ
ういうふ

うなことの予算とか施策をこれから考えてほしいと思うんですけれども、いかがでしょう
か。

産業政策課長（西村　栄君）
　平成24年度企業立地雇用創出の奨励制度以降の支援制度についての御質問だと思いま
す。
　参考までに申し上げますと、平成26年度、政策金融公庫でありますとか、市の中小企業
振興資金の単独の融資の金融助成がございますけれども、中小企業事業者の皆様が借り入
れをされ

た場合に、これ１年間だけですけれども、利子補給制度を２分の１ということで、26年度
予算化をさせていただいております。
　また、27年度新たに今度予算に計上させていただいておりますけれども、まず市内の事
業所が減少する中で、やはり起業創業面での支援が重要だと考えております。そういった
ところで

新たに雇用の場の創出というのも必要ではないかと考えておりまして、その際の創業支援
等についての単独の利子補給制度等を今回の議会に計上のお願いをいたしております。

３番（生田忠照君）
　わかりました。具体的に言いますと、どういったことかというと、地元企業を支援する
ということについては皆さん意見は一致でしょうから、そういう条例をつくったらどうで
すかと３

年前から話しています。スタートは、大村と島原でスタートは早かったんです。この条例
の制定について民間の動きはですよ。しかし、大村市と松浦市が先につくってしまいまし
て、長崎

県もことし制定予定だと聞きました。
　お聞きをします。この条例を他市はなぜ必要で、制定したら何が変わると考えてやって
いるのでしょうか、おわかりでしたらお答えください。

産業部長（田上伸一君）
　大村市とか先行して行っておりますけれども、大村市の例を見ますと、大村市について
はほとんどの事業所が島原と同じように中小企業ということで、地域の雇用と経済を支え
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ているの

が中小企業ということで中心的な役割を果たしている中で、中小企業が元気になるとそれ
ぞれの経済、競争力が強化され、雇用も拡大していくということで、地域経済の活性化に
なるとい

うことで、そういう考えで条例等を定めていると考えております。

３番（生田忠照君）
　もう１つ教えていただきたいと思います。
　この条例の中に、ポイントとして中小企業振興会議というものの設置があると思うんで
すが、この内容についてお願いいたします。

産業部長（田上伸一君）
　中小企業振興会議の内容につきましてですけれども、これは大村市の例でございます
が、ポイントとしては中小企業や市民、学識経験者などで構成をいたしまして、事業者や
市民の声、

社会や経済の動きを踏まえながら調査、審議することによって地域社会の意見を中小企業
施策へ反映するという機関になっております。

３番（生田忠照君）
　そうですよね。実は、産業振興策というのはたくさんあるんですよね、本当はですね。
しかし、農業とか漁業も含めて商店街なんかもいっぱいあります。しかし、東京と島原で
はやっぱ

り事情が違いますし、使えない支援策も多いんですね。例を言うなら、結構な人を雇って
くれていらっしゃる病院とか、そういった介護事業所なんかもほとんど支援はないわけで
す。島原

には島原の問題がありますし、島原に適した支援策が必要ではなかろうかと。それを調
査、提案する仕組みがこの振興会議、条例の制定だと僕は思っています。業種の垣根を超
えてみんな

に支援の輪が広がりますから、地元企業がよくなれば当然雇用もふえるということで、つ
まりは人口増加するわけですから、この中小企業の振興条例、これについて制定の準備検
討委員会

とか、そういったものをつくっていただけないかと思いますが、いかがでしょうか。

産業部長（田上伸一君）
　この条例の設置についてということですけれども、まずは個別的、具体的な施策を含め
て考えて実行していく、そのためには行政だけじゃなくて、それぞれの立場で中小企業の
振興策に

責任を持って取り組んでおられる商工会議所や商工会組織、また青年会議所など企業の
方々ともいろいろ検討をしていかなければいけないというふうに思っておりますので、今
後、協議の

場を設けるなどの取り組みをしていきたいと考えております。
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３番（生田忠照君）
　よろしくお願いします。
　時間がありませんので、次に市庁舎建設と中心市街地についてですが、設計業者は決ま
ったんですが、内容の議論を早くやりたいです。市民の意見をどういった方法でいつごろ
お聞きに

なる予定なのか、教えていただけませんか。

総務部長（本多敏治君）
　庁舎建設についてでありますが、新庁舎の建設に当たり、最もふさわしい設計業者を選
定するため、設計プロポーザルを実施いたしました。
　プロポーザルには５者の参加があり、昨年９月に開催しました庁舎建設設計プロポーザ
ル審査委員会の第１次審査の結果を受けて３者に絞り込みさせていただきました。
　そして、昨年の12月14日に杉谷公民館におきまして、３者による新庁舎についてのイメ
ージ等のプレゼンテーション、そして、それに対する委員からのヒアリングを公開して実
施し、そ

の後行われました審査会による審査の結果、佐藤・Ｉｎｔｅｒ　Ｍｅｄｉａ特定建設関連
業務委託共同企業体が最優秀者に選定されたところであります。
　先月その最優秀者と業務委託契約を締結し、基本設計に着手したところであります。
　今後、具体的な設計につきましては、基本構想をもとに進めていきますが、その過程で
耐震や液状化対策等については、専門的な意見を取り入れながら事業を推進するよう考え
ておりま

す。
　そして、市民にとって利用しやすい庁舎とするため、ワークショップなど市民の声を聞
く機会を設けていきたいと考えております。
　今後の予定については、大体以上です。

３番（生田忠照君）
　庁舎周辺という見方で幾つかお聞きをしたいと思います。
　すぐそばにゆとろぎの湯がありますが、利用者は減っていませんでしょうか。また、鯉
の泳ぐまち、清流亭の建設費用と維持管理費用と、その内容について教えてください。

産業部長（田上伸一君）
　ゆとろぎの湯の利用者についてということですけれども、現在、ゆとろぎの湯につきま
しては、平成20年度にオープンして以来、毎年増加しておりましたが、平成25年度、昨年
度に初め

て減少いたしました。
　要因といたしましては、市内ホテルの新規開業や従来の旅館の改装オープンなどがあり
まして、一般客の方がそちらへ流れていかれたんじゃないかということで考えておりま
す。
　鯉の泳ぐまちの新しい施設の整備についてでございますけれども、費用につきまして
は、用地取得費が約9,000万円、建築外構工事、機械設備工事、電気設備工事費で約１億
1,600万円の

工事費用がかかっております。また、新年度の施設管理につきましては約1,200万円の維
持管理費用を見込んでおります。

議長（本田順也君）
　何に使うかということ。内容を。
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産業部長（田上伸一君）続
　新施設につきましては、まず島原全域の情報を得られる場として来訪者が島原めぐりが
できる観光情報等の案内機能の充実と回遊コースの拠点化を図ることとしております。
　また、地元資源等を活用したブランド産品のＰＲや地域文化を紹介したりすることがで
きる市民参加型の施設として、市民と観光客との交流や憩いの場として提供することを目
的として

考えております。

３番（生田忠照君）
　時間がありませんので、次に移らせていただきます。
　新年度当初予算案についてですが、新規、拡充、継続と予算がふえる話は聞きましたけ
れども、しかし予算を切り詰めた部分があるはずです。内容や金額を教えてください。
　もう１つ、学生駅伝の予算と継続する理由を教えてください。

総務部長（本多敏治君）
　新年度の当初予算についてでありますが、新年度の予算編成においても多額の財源不足
が見込まれましたことから、予算要求に際しまして経常的な管理経費につきましては５％
のカット

、既存の政策的な事業につきましては10％のカットをしております。
　そして、予算編成に当たりましては、国、県の補助制度や財政的に有利な合併特例債、
そして昨年からの過疎対策事業債など特定財源を最大限活用するとともに、喫緊の課題で
あります

人口減少対策に向けまして、先ほどの経常的管理経費として約7,400万円、市の単独補助
金10％カットなどの政策的経費の見直し分として約4,500万円ほど、合わせて約１億2,000
万円程度

を削減し、一般財源を確保しながら予算編成をしたところでございます。

スポーツ課長（下岸安彦君）
　まず、島原学生駅伝の予算についてでございますが、平成27年度においては1,900万円
を予定しております。
　次に、事業の目的でございますけれども、駅伝を通しての交流都市を目指し、平成新山
を冠とする大会として、島原半島ジオパークはもとより、島原を県内外にアピールすると
いう大き

い目標に向かって今やっております。
　学生駅伝に伴います長崎県産業関連表試算によります経済効果につきましては、宿泊、
飲食関係等の直接効果といたしまして、平成26年度で約3,000万円、生産誘発効果による
消費的付

加価値の経済効果としまして約2,000万円、合わせて5,100万円程度でございます。

３番（生田忠照君）
　一つ一つ突っ込みたいのはやまやまですが、時間がありませんので、駅伝の学生さんた
ちもいっぱい来ていらっしゃるということですが、実は剣道で中国のナショナルチームが
この島原
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にやってくるといううわさを聞いたんですが、本当でしょうかと。なぜ島原を選ばれたの
か、剣道は中国の裕福な人がやると聞いたものですから、熱烈歓迎をして経済交流とかに
つなげら

れないか、ちょっとお聞きします。

教育長（宮原照彦君）
　４月の中旬に中国のほうから20名、おのおの男女10名ずつということであり、また、そ
こに指導に携わっておられる方が島原出身であると、そういうところでやはり本市で何と
か合宿を

ということで、今、施設の借用の申し込みがあっております。
　今、島原はそれぞれ高校、あるいは小・中学校各道場とも非常に剣道競技が盛んなこと
でありまして、そういったことにより本市の剣道競技の振興、または競技力向上につなが
ればと思

って期待をしているところでございます。

３番（生田忠照君）
　もう時間がございませんけれども、中国のナショナルチームですから、ぜひ失礼のない
ようによろしくお願いをしたいと思います。
　ばたばたしてしまいましたけれども、以上をもちまして、まちづくり命、生田の質問を
終わらせていただきます。ありがとうございました。
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