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●３番（生田忠照君）（登壇）
　皆様おはようございます。初めて質問に立たせていただきます、新人の生田忠照でござ
います。この場をおかりいたしまして、私を市

議会へ送り出していただいた市民の皆様に心より感謝申し上げます。本当にありがとうご
ざいました。
　ただ、当選から議会が始まるまでのこの１カ月が、こんなに目まぐるしいものだとは正
直、想像もしておりませんでした。戸惑う私を

先輩議員の皆様、そして理事者の皆様が優しく、懇切丁寧に御指導していただくので、安
心して島原市民のため、市議会というチームの

ために４年間、わからないことばかりですが、全力を尽くしたいと思います。何とぞよろ
しくお願い申し上げます。
　また、市民の方々と東北のことを忘れずに復興の気持ちを共有することが大事だと、そ
う思いまして、荒れた田んぼで米づくりを始め

ました。生まれて初めて代かきや田植えも体験させていただきました。ことしの秋には義
援米として島原からの気持ちをお届けできると

楽しみに今からしております。場所は市長の御自宅前ですので、収穫の際には、ぜひおい
でいただけたらと思います。
　それでは、通告に従い、一問一答方式で３つの質問をさせていただきます。
　１つ目は、中小零細企業の実態と中小企業憲章についてであります。
　私は、島原のまちづくりに一生懸命取り組みます。そういうことで、「街づくり命」と
いうスローガンで出馬いたしました。「では、

まちづくりとは何ですか」、そうよく聞かれました。「３つ上げるとしたら、仕事があ
る、安心がある、そして誇りがある、そういうこ

とではないでしょうか」と答えてまいりました。
　その仕事があるまちづくりについてですが、雇用を支える商業について、市長の５つの
ビジョンの１つ目に生き生きとした商業の中心

都市づくり、その一節がございます。
　この場合、商業とは農林水産業以外と理解してよろしいでしょうか。また、個人的に「
生き生き」、その言葉が大好きですので、具体

的にどういう状態を指すのでしょうか。そのビジョンは達成しつつありますかということ
を、まずはお聞きしたいと思います。
　それでは、あとは自席から質問を続けさせていただきます。よろしくお願いいたしま
す。

●市長（横田修一郎君）（登壇）
　おはようございます。生田忠照議員の御質問に対し答弁をいたします。
　まず初めに、東北地方の支援として、いっちょやったろかいということで田植えをされ
たということでございますが、私の家の前でご

ざいましたので、最初は何だろうと思っておりましたんですが、ある日突然、代かきが始
まりまして、あっという間に田植えが済んでお

りました。いつか、最初はどなただろうと思っておりましたんですけれども、たまたま生
田議員とお会いしたときに、きょうは稲刈りの
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ときに手伝いに来いということでございましたが、そのときはたしか、日ごろも見回りを
せろということだったんじゃないかと思います

けど、私も農家の育ちでございますので、40年前、50年前の知識で間に合うかどうかわか
りませんけれども、稲とヒエの違いぐらいはわ

かりますので、折に触れ見させていただきたいと思っております。
　ところで、お尋ねの生き生きとした中心都市づくりということはどういうことかという
ことでございますけれども、私はやはり島原半

島の中で一番島原のまちが住みやすい、あるいは買い物がしやすい、いい病院がある、あ
るいは教育環境もいいと、言うなれば、イメー

ジとしては、いわゆる都市的形態というイメージをやはり持っております。
　今までも過去に、江戸時代からの営々とした中で、そうした文化、教育、あるいは商工
業の中心として栄えてきた歴史、交通の結節点

としての歴史がございます。そのことによって、言うなれば有明海を前にした船舶交易も
含めた中心都市であったわけでございますが、

その地形的な機能というのは基本的には変わっていないと思いますが、モータリゼーショ
ン、いわゆる道路交通網の整備によって、ある

意味では著しくそれが変化をしてきているという、こうした現実の中でございます。そう
いう中で、いわゆるそういう機能が島原市の中

心だけじゃなくて、各地域にそれが分散といいますか、それぞれの機能が出てきておると
いう、そうした現実の中で、今からやはり島原

をどういうイメージで都市経営をやっていくかという中では、私はやはり歴史に学ぶ点は
非常に多いと思っております。
　ただ、道路だけでは、やはり私は航空路、あるいは高速道路、それからすると、今強く
お願いしている地域高規格道路の一日も早い完

成というのを基本的には目指していくべきだろうと思っております。早く諫早まで40分で
という今の計画の実現を、やはり基本的には取

り組んでいくべきだろうと。あわせて、九州新幹線の縦ルートの完成によっての有明海を
またいでの航路も、この整備もやはり欠かせな

い。そのことによって、やはり交通アクセスの結節点としてなる機能は十分にあると思い
ます。問題は、この島原の町なかをいかに魅力

あるまちにするかという面で、やはり生活環境、都市機能、教育、文化、医療、福祉、そ
ういうもののやはり機能を一定の地域内で完結

できるといいますか、そういうものを目指すべきであろうというふうに思っております。
そういう意味では、環境としては湧水等を生か

す、あるいは病院、教育機能をきちっとやはり整備していく、それから福祉機能もあわせ
て整備していく、それから何と申しましても、

やはり楽しく買い物ができる機能は必要だというふうに思っております。それを目指すと
きに、やはり今残されているのは、これも金が
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かかりますけれども、生活排水対策を忘れてはならない、都市のイメージづくりとしてや
っぱり課題だというふうに思っているところで

ございます。

●３番（生田忠照君）
　どうも失礼いたしました。丁寧な御説明をありがとうございました。私自身は、やはり
商売をされている方がまずはもうかって、そし

て笑顔で元気にせわしなく動き回っていると、そういうのが生き生きした商業のビジョン
の姿かなと、そういうふうには思っております

。
　ただ、現在、この不景気ですので、以前はなかなか我慢すればということで、ここ５年
ほど我慢しておりましたんですけれども、今も

う現在、窒息しそうになって苦しんでいるのが実態であります。
　そこで、やっぱり中小企業の実態をどのぐらい行政の方もおわかりになっているのかな
ということで、まず対策を考えるにはマーケテ

ィングとか市場調査、そういうものをやって中小零細企業の実態を把握することが戦略を
考える上での基本だと思いますので、関係部署

の方に少しだけ数字をお尋ねしたいと思います。
　現在、市内に本店や本社があるお店とか会社の総数は何軒ぐらいあるのでしょうか。ま
た、その売上高をゼロ円から5,000万円、5,000

万円から１億円、１億円から10億円、10億円以上、その４つに分けて教えていただきた
い。
　それから、家族経営の方も大変多くいらっしゃいますので、給料をもらっている労働者
ですね、従業員さん、そういった人数分析につ

いてもゼロ人から５人、５人から10人ぐらいの会社、10人から50人ぐらいの会社、それ以
上という４つに分けて教えていただきたいと同

時に、この数字からどういうことを読み取るのか、それを教えていただきたいと思いま
す。よろしくお願いします。

●産業振興部長（柴崎博文君）
　中小企業の実態でございますけれども、平成18年度の事業所・企業統計調査によります
と、本市には3,024の事業所がございます。そこ

に働く方々は１万9,536人ということになっております。事業者の従業員の規模別で見ま
すと、４人までの事業所は1,992社、９人までが

560社、それから19人までが277社、さらに29人までが94社、そして30人以上が95社となっ
ております。
　ただ、売り上げごとの内訳、あるいは先ほどありました給料ごとの事業規模における人
数等につきましては、大変恐縮ですが、データ

的につかんでいないところでございます。

●３番（生田忠照君）
　どうもありがとうございました。なぜこういうことをしていただくかというと、中小企
業の実態については、なかなか把握するのが大
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変でございます。例えば、スカイツリーのある東京の墨田区というところは、財政規模も
全然違いますけれども、今から30年ほど前に２

年の歳月をかけて、行政の職員さんが各お店を回って聞き取り調査を行って、なかなか本
音を僕らもすぐは言いませんので、何回も回っ

て、そしていろんな悩みを打ち明けて人間関係をつくり、そして本音の正確なデータをつ
かんで市民と行政の壁をなくしていったという

ようなお話があります。
　ぜひ、行政の方もいろんな出ている文書、あるいはアンケートもよろしいでしょうけれ
ども、まずはやっぱり私たちの店に来ていただ

きたい。そういう気持ちがあってこの質問をさせていただきました。やはりそういう正確
なデータに基づかないと、島原独自のいろんな

施策ができないんではないかと思います。
　そこでもう１つ、市長にお尋ねしたいんですが、その中小零細企業がよくなるための大
きな後押しとなる中小企業憲章、余りお聞きに

なったことはないと思いますが、中小企業憲章が１年前の６月18日、閣議決定をされたん
ですが、どうも島原市としては動きが見えない

ように思うんですが、この憲章制定の意味合いを市長はどうとらえられますでしょうか、
お聞きいたします。

市長（横田修一郎君）
　やはり今のマーケットの状況から見て、いわゆる大型のスーパー、あるいはデパート、
むしろスーパーといいますか、そういうものの

寡占化にある中で、地方の卸業、それから小売業が非常にやはり衰退しつつあるといいま
すか、非常に昔、中心として支えていただいた

そういう部分が弱くなっていると。そういう面が一方ございます。
　それは旅館においても、いわゆる旅行形態の変化というのもございまして、そういう意
味で昭和30年代、40年代の投資状況と環境が変

わっていると、それをどのようにやはり地域を支える中小企業を支えていくかという意味
で、これがつくられてきておるというふうに認

識をいたしております。
　以上でございます。

●３番（生田忠照君）
　中小企業のことをどれぐらい思っていただいているかなと思って、今市長にお聞きいた
しました。
　私自身は、この中小企業憲章、国が定めたということは、中小企業が大事なんだという
ことをきちんとうたってくれたということなん

ですね。そういうふうに僕は理解しております。
　ついこの間まで、商売人さんがお上を当てにするなと言われたものですが、先ほど申し
ましたように、もうこらえることができなくな

っているような実情であります。先ほど言いましたように、商売をしたことのないお役所
の方に島原独自の施策を考えてくれと言っても
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、なかなかそれは役所の方も大変だろうと思うわけです。どうしても、やっぱりそういう
ことで国や県からの施策が、東京で考えられた

ものが島原に来るので、やっぱり島原ではなかなか合わないということで、何でああいう
ことをするんやろうかというような話になるこ

ともあろうかと思います。
　この中小企業憲章は、国も大企業ではなくて地域の雇用を支えている店や会社を大事に
しなければいけないと認めたからこその憲章制

定なので、皆さん御存じの中小企業基本法、この制定以来の大事件でございます。時代の
流れを感じるわけですが、この憲章の説明を中

小企業憲章──インターネットでごらんになれますけれども、この中の一文をちょっと読
んでまいります。
　一番最初の文章です。「中小企業は、経済を牽引する力であり、社会の主役である」、
途中飛ばしますが、「どんな問題も中小企業の

立場で考えていく」、これは条文の一番最初にこういうことを書いてあります。
　基本の理念というのがあるんですが、「雇用の大部分を支え、くらしに潤いを与える」
のが中小企業である。
　もう１つ、「小規模企業の多くは家族経営形態を採り、地域社会の安定をもたらす」、
中小企業は地域社会の安定をもたらすとうたっ

てあります。
　本当に、まだまだいろんなことが書いてあります。一度、御商売されている方はぜひ読
んでいただきたいんですけれども、本当に涙が

出るような文言が並んでおります。頑張らなきゃなと、これだけ評価してもらったら頑張
らないとというふうにも思います。
　つまり、この憲章の理念実現のために、島原の事情を加えて仕組みづくりをこれからし
ていくと。すなわち、中小企業振興条例、こう

いったものを商売人が手弁当で、無償で集まって条例の案をつくり、それに基づいて必要
な施策を打っていこうというお話をきょうはし

に参りました。
　最後に市長にお尋ねいたします。
　私は、配布された公約にこう書いております。「地元の雇用を支える中小企業が栄える
ように、知恵を出し合う場を設け、皆で案を作

成し、行政と一緒になって、血の通った施策を提案します」、こういう約束を市民の方に
しております。
　ぜひ、何とか会議というような形ででも結構ですので、メンバーの選定から民間でやる
ような、皆で知恵を出し合う場をつくる、その

音頭をぜひ横田市長にとっていただけないかということを最後に質問させていただきま
す。お願いします。

●市長（横田修一郎君）
　私も、議員お尋ねのその趣旨を十分、市長就任以来、地元に帰ってまいりまして、地元
の方と話をする中で強く感じております。
　昨年来、部制を施行させていただきましたので、私だけじゃなくて部長、グループ長、
そういった実務を実際に責任を持って取り組ん

でもらっているスタッフと、それぞれの商工会議所、青年会議所、商工会、セクションご
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との専門委員がいらっしゃいますから、そうい

う方々と具体的な課題について、ひざ詰め談判でもしながら取り組むことはぜひ必要だと
思っておりますので、そういうことで取り組ま

せていただきたいというふうに思っております。

●３番（生田忠照君）
　どうもありがとうございました。ぜひ、今度はバッジがついておりますので、ひとつそ
のお約束、よろしくお願い申し上げます。
　それから、２つ目の質問に移りたいと思います。
　２つ目は、市庁舎建設の現在の状況と今後のスケジュールについてであります。
　これはそのものずばりですが、今までも同様の質問があり、議事録も読ませていただ
き、大変勉強になりました。建てかえ理由や財源

のこと、整備懇話会や庁内や議会でも検討会など、議論を重ねてこられた努力は本当に大
変だったろうなと思います。
　しかし、もう余り猶予はないのではないでしょうか。そういうことを話したくてやって
まいりました。どうしてもこの市庁舎の建てか

え、やらなければいけない工事なら、早く前に進めるべきではないかと思います。
　そこでまた市長にお尋ねいたします。
　地震対策も含めて、現在地周辺、つまり大手と言われる部分、大手での建てかえは決定
でしょうか。また、建てかえであるなら、平成

27年度までに完成させたい理由、その中に合併特例債という、私は余り聞きなれない言葉
が出てまいるんですが、その説明をお願いした

いと思います。

●市長（横田修一郎君）
　市庁舎の建てかえについては、一昨年来、懇話会での答申、そして昨年度は市議会でも
特別委員会を設置いただきまして、大変な熱心

な議論をしていただきまして、考え方を示していただきました。
　私は、その考え方に沿って、ぜひ早期に場所を決定させていただいて、平成27年度まで
に完成するように取り組んでいきたいというふ

うに思っております。
　答申の内容は、また私にいただいた市議会の特別委員会のまとめでも現在地及びその周
辺と、いずれにしてもそういう形でまとめてい

ただいておりますので、そういうことを中心にまとめていきたいというふうに思っており
ます。
　合併特例債は、通常起債は利子をつけて、利子分までを含めて一般財源でみずからの税
そのもので償還をしていくのが原則の起債とい

うか、借金でございますけれども、合併特例債はそのうちの償還の額の７割を交付税とい
う形で盛られております。言うなれば全体の税

収の中からでございますけれども、自己財源じゃなくて補助財源という形でですね。７割
補助と考えていただいていいと思いますけれど

も、そういう措置が盛られておりますので、そうした合併特例債を建設財源の一部に充て
させていただいて、これを建てたことによって
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余り過度の負担にならないような形でいく仕組みの優遇措置でございますので、それを活
用していきたいというふうに思っております。

●３番（生田忠照君）
　どうもありがとうございました。合併特例債というのを平成27年度末に完成しなければ
使えないということですね。非常に有利な条件

でございますので、やらなければいけないなら、そういう有利な条件が使えるところでや
っていただくというのは、僕も大賛成でござい

ます。ひとつよろしくお願いいたします。
　大体、民間で家を建てるときには、引き渡し日というのがありまして、そういう日にち
に合わせて日程を組んでいくわけなんですけれ

ども、新庁舎のよしあしといいますか、そういうものを左右するのは、僕は個人的に設計
じゃなかろうかと思うわけですね。実施設計で

あるとか、その周辺部のかかわりとか、動線とかそういった周辺部の設計に十分な時間を
とっていただきたいと。そのためには、やっぱ

り早く場所の特定をしていただいて進めていただかないと、ケツが決まっているわけです
から、そういうことをしっかり考えて、御協力

はしますので、よろしくお願いしたいと思います。
　だれがそのことを決めるのかですね。市長さんが決めるのか、議会で決めるのかです
ね。そういう形になっていくでしょうけれども、

大手で決まりと、この周辺部で決まりという仮の話で関係部署にお聞きいたします。
　仮庁舎をどこかに建てて、借りてこのまま引っ越して、そしてこれを壊して建てるとい
う話が１つあろうかと思いますけれども、２年

間ぐらいの建築期間を過ごすその費用は大体幾らぐらいかかるんでしょうか。引っ越し代
は、ここから出る分だけで結構でございますけ

れども、わかる範囲でお答え願えますでしょうか。

●総務部長（本多直行君）
　仮庁舎の件ですけれども、仮庁舎につきましては、議員おっしゃいましたように、どこ
かに仮庁舎をつくって、それから移転をすると

いう方法もございますけれども、今現在、私どもが考えておりますのは、今、公共施設と
してあります有明支所を含め、そういうものを

活用しながら、できるだけ財源負担がかからないような形で検討をさせていただいておる
という状況でございます。
　仮に仮庁舎を建設しますと、約３億円から４億円かかるのではないかというふうには考
えております。
　これはどこにつくるかといった問題もありますので、そういったところは今後の計画の
中で十分慎重に進めていきたいというふうに考

えておりますが、ただ、建設に向かっては、建設をやっぱり早急に進めないといけない
と、平成27年度が限度ということですので、議員

おっしゃいましたとおり、市としてもいろいろ早目に研究をして進めてまいりたいという
ふうに考えます。
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●３番（生田忠照君）
　建てたらお金がかかると。だから公共の機関、例えば極端な話、文化会館とかをぼんと
借りていけば借り賃は要らないと、そういうお

話のように承りましたけれども、もう１つ、それは借りたとしてですよ、ここから人が引
っ越しますよね、パソコンとかコピーとか全部

持って引っ越します。その費用というのがちょっとお答えがなかったので、よろしいでし
ょうか。概算で結構でございます。

●総務部長（本多直行君）
　移転費用ですけれども、今、推計ですけれども、約5,000万円ぐらいということで推計
をしております。（発言する者あり）それは、往

復といいましょうか。（発言する者あり）片道でしたら2,500万円ということになろうか
と思います。

●３番（生田忠照君）
　建てて、建てるなり借りて、そこに移転して、そしてどこか新しい庁舎に戻るときは、
これはもう絶対どうしても要るわけですから、

片道2,500万円ぐらいですね。やっぱり結構かかりはしますけれども、思ったほどはない
ような印象を受けます。
　それでは、次にちょっとお聞きしたいことがあるんですが、４月14日の実は市庁舎建設
特別委員会で永尾議員さんが私と同じ考えの御

提案をされておられました。それは、新庁舎を道路をつぶして山側の真ん中に建てれば、
現庁舎で仕事を続けられますし、できたら引っ

越して解体をすると。大手広場は海側になりますけれども、国道からイベントなどがよく
見えますし、真ん中の都市計画道路の重要性も

わかった上でお聞きしたいと思います。可能でしょうか。

●総務部長（本多直行君）
　今、御質問があったのは、愛野島原線を北側に若干振った形での建設ということだろう
と思いますけれども、これにつきましては、県

道愛野島原線は県の道路でございまして、これを北側に移すということになりますと、そ
の費用については市が負担をしなければならな

いということで、協議をしているところでございます。振興局と担当者レベルですけれど
も、そういうお話をさせていただいているとい

うところでございます。
　また、それを移しますと、都市計画審議会、これにかけないといけないということで、
かなりの日数がかかるということも県のほうか

ら説明があっております。
　そういうことを総合的に考えますと、先ほどから申し上げています、平成27年度の完成
ということを考えますと、非常に無理があるの

かなというふうに考えているところでございます。

●３番（生田忠照君）
　私も、まちづくりは一生懸命今までやってきたほうですので、都市計画とかそういうも
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のの重要性もわかった上で質問をさせていただ

いております。
　非常に無理があるんじゃないか、でも可能ですよというお答えととってよろしいでしょ
うか。

副市長（谷口英夫君）
　今、条件的なことばかり話したようですけれども、この広場の動線を考えた場合に、私
たちが図面上いろいろ置いてみたんですけれど

も、かなり動線的には無理があると。地域の方々の理解がいただけるのかというようなと
ころまでいろいろ考えた場合に、100％だめとは

言いませんけれども、かなり厳しい条件的な配置になってくるということを、内部ではい
ろいろ検討してみたところでございます。

●３番（生田忠照君）
　懇話会のメンバーも各方面から立派な方が御参加されているようですけれども、道路や
宅地開発でいえば、まず最初が僕らは測量で始

まります。お役所も一緒だと思います。測量で始まります。ここには中川議員さんもいら
っしゃいますけれども、この業界の方は都市計

画の重要性や手続、あるいは高層階の建物を可能にする用途地域の変更に至るまで豊富な
知識をお持ちです。数名の方に聞いてみました

けれども、位置はそこが一番無駄がないんじゃないかなという意見もございました。けれ
ども、やはり行政の覚悟次第だとおっしゃって

おられましたので、あくまで参考意見でございます。
　それでは、最後に建設関係の方にちょっとクイズを出したいんですけれども──クイズ
じゃなくて、済みません、質問を出したいんで

すが、よく聞いていただきたいと思います。
　商業地域で60坪の敷地に延べ床面積50坪の家を建てたいんですが、平屋ですと駐車場が
広くとれません。どうしたらいいでしょうか。

どなたかよろしくお願いします。

まちづくり基盤整備部長（梶山正剛君）
　ただいま都市計画の商業地域でというお話でありましたので、建ぺい率につきましては
80％、それから容積率につきましては400％とい

うことになっております。

●３番（生田忠照君）
　時間がありませんので、お答えを。
　僕が求めた答えは、要するに商業地域というのは非常に高さがとれる、狭いところでも
ビルが建てられるところなんですね。住宅地と

いうのは当然、皆さん御存じのように高さの制限がある。
　要するに、60坪の土地に50坪の平屋だと駐車場がとれない。ここのことを言っているん
ですけれども、そういう場合には、こういう建

物が50坪としたら25坪を上に上げていく。そうすることによって、基礎部分の例えば基礎
ぐいであるとか、これが半分になるということ

ページ(9)



平成23年6月定例会　生田忠照一般質問.txt

ですよね。そして屋根も半分になる。50坪の家を、駐車場をここにとりたかったら上に載
せりゃいいということをお話ししたかったわけ

なんです。済みません、質問が悪くて。申しわけありませんでした。それをすることによ
って、ローコストの効果も非常に出ると思うん

です。
　今、商業地域と申しましたけれども、今の大手門番の前のところは近隣商業地域という
ことで、高さ制限が商業地域よりも少ないとい

うことを市民の方にも知っておいていただきたいと。
　僕個人は、やっぱり10階建てぐらいを思い切ってやればと。そして、建坪というか１階
の面積を小さくして高くすれば、それだけ駐車

場敷もしっかりとれるじゃないかと。しかも、10階から、あの場所から八尾病院を越えて
島原城を見ると非常に島原城の美しい、一番き

れいな状態が最上階から見えるんじゃないかなと。島原半島で一番高い建物ではいけない
んでしょうかということでございます。それか

ら「新しい光を放つ島原市」、これにつながるものにならないでしょうかと。城見都市下
水路のこともありますので、ぜひ御検討をお願

いしたいということで、次に移らせていただきたいと思います。
　最後の質問は、新町二丁目市有地利活用についてであります。
　鯉の泳ぐまちに隣接する旅館跡地の件ですが、民間では家を建てるとか、店をつくると
か、何をやるか決めてから土地を買うのですが

、この物件の場合はいかがだったのでしょうか。まず、それをお聞きします。

●まちづくり基盤整備部長（梶山正剛君）
　太洋港湾跡地の活用についてでありますけれども、やはりあの一帯は鯉の泳ぐまち、あ
るいは四明荘、湧水館等がございまして、そう

いった観光施設と調和した公園というんでしょうか、そういったものをつくる、まず第一
義的にそういう公園等をつくるような目的で、

今のところ土地開発公社のほうで買収していただいておるところでございます。

●３番（生田忠照君）
　どうもありがとうございました。確かに、観光施設の横にいろんな建物が建ってしまう
と雰囲気を壊してしまったりする場合もありま

すので、それは結構だと思いますが、私が不動産業者として失敗談をちょっとお話ししま
すと、頼まれたり安かったりと、今回の場合は

ちゃんとした理由があってということですが、後で何とかなるだろうと、いい場所だから
と、そう思って仕入れますと、必ず在庫になっ

て帳じり合わせに頭を痛めた経験がございます。
　資金を銀行からもし借りて買われていたら、金利が膨らんで原価がどんどん高くなっ
て、ますます手放せなくなって、ますます焦って

まいります。
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　何を言いたいかと申しますと、この公園敷地ということでございますが、中央公園も近
くにありますよね。その中で公園敷地というこ

とでございますけれども、何を言いたいかは、これもやっぱり利活用を早く決めないとい
けないですよねということです。
　その利活用検討委員会が昨年12月に２回目の会議が最後で半年間開かれていないようで
すが、今、原価が急がないといけないのに非常

にだんだん金利を払っている状態であれば、それを回収するにはどんな事業だったら採算
が合うだろうかと、そういうふうに考えるのが

やっぱり経営感覚を持った行政じゃないかなと、そういうふうに思います。
　もちろん行政の場合は、お金だけじゃありませんので、そういうことは承知しておりま
すが、そういう意識が望まれているということ

を御理解いただきたいということです。
　それでは、関係部署にお尋ねいたします。
　追加で土地も買収されたようですけれども、敷地の合計で今、何坪あるんでしょうか。
また、用途地域は商業地域ですから、建ぺい率

が80％、容積率400％ですよね。その敷地に最大限、延べ床面積何坪の建物の可能でしょ
うかということをお聞きします。

●まちづくり基盤整備部長（梶山正剛君）
　お尋ねの土地につきましては、旧太洋港湾の跡地、それから民家の個人所有地を買収い
たしておりますが、合わせますと約1,775平米程

度、坪に直しますと約540坪でございます。
　540坪で約430坪ぐらいの建坪の建物は建築可能でございます。（「容積率」と呼ぶ者あ
り）容積率は担当グループ長に答弁をさせます

。

●まちづくり管理グループ長（森　純一郎君）
　容積率は7,100平米ですね。坪にしますと2,150坪になります。

●３番（生田忠照君）
　質問は延べ床面積何坪の建物ですかということですので、2,150坪ということでした
ね。それだけの大きな建物が建つわけです。どれぐ

らい大きいかと申しますと、１階部分を駐車場で使わないといけないので、建物を建てた
場合のお話ですね。
　生き生き横丁を例にちょっと出してみたいと思いますけれども、商店街にある生き生き
横丁は24世帯が住んでおりますけれども、敷地

は320坪で１階は125坪、２階から５階までが100坪で延べ床面積532坪でございます。とい
うことは、あの建物が、単純に同じ商業地域で

すけれども、３つから４つ建てられる、建物が建つキャパを持っているということですよ
ね。
　そういうふうに理解していただいて、ゆとろぎの湯の建設のときも非常に思ったんです
けれども、土地の値段が高い中心市街地におい

て建物を計画するときには、高層階、高い建物をつくって土地の高度利用を考えるのが普
通じゃないかと思うんですね。
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　観光と住居の複合施設はいかがなかと、観光という意味、そういう鯉の泳ぐまちに隣接
するところですので、観光と住居の複合施設は

いかがかなと思っております。これは採算の合う事業ですし、投資した資金が回収できま
す。幾らでお買いになったかわかりませんが、

家賃を取りますので、賃貸住宅ならお金が戻ってくると。そしてまた、そのお金を使える
ということですので、採算が合う事業です。高

齢者向けの有料賃貸住宅なら、実は駐車場はつくりましたけれども、ほとんど利用されま
せん。駐車場ですね。ということは、１階に駐

車場をつくって、げたを履かせて高い建物をつくったときに、その駐車場は観光客向けに
使えるという利点もございます。
　また、財源のことですが、財源がないのなら定期借地権つきで民間に土地を貸して建て
てもらって、例えば、観光の物産とかそういう

ものをしたければ、その部分だけをまた逆賃貸というような方法もございます。土地の固
定資産税は市のものですから全く入りませんけ

れども、建物をよそが建てると建物の固定資産税は入ってくることになります。
　こういったこともぜひお考えの中で、市長にちょっとお尋ねしてみたいと思います。
　町なか居住が進んで、安心のまちづくりにもつながると思いますけれども、検討する余
地はございますでしょうか。お尋ねします。

●市長（横田修一郎君）
　地域の方々にも入っていただいて、委員会をつくらせていただいて、今まで審議をした
経過がございます。
　それと、私の最初の発想は、鯉の泳ぐまちと言うけど、コイがどこにおるかよくわから
んと。それともう１つは、せっかくコイを見よ

うと思っても、車が通って危険だと。この２つを充足するには、やはりあそこを買い求め
て、もう少しコイをゆっくりと見られるスペー

スをつくりたいというのが原点の発想でした。
　それで、今、物産館とか、あるいは駐車場も交通規制の問題がありますから、これは必
要だろうという論議で、そういう前提で今論議

をいただいております。
　その賃貸、言うならばマンションというんでしょうか、をつくったらどうかという提案
は初めてでございますので、これはせっかくの

提案でございますので、まちの方々の御意見も十分やはりこれを拝聴していかなきゃいか
んなと思っております。

●３番（生田忠照君）
　ありがとうございました。僕自身もあの辺におりますので、あの辺の事情はよくわかっ
ているつもりでございます。
　新町二丁目の利活用については、今、市長もおっしゃいましたけれども、鯉の泳ぐまち
の車両通行の制限問題、やはり毎日、中央公園

から昔の姫松屋さんのほうに走るときに、観光客といつもぶつかりそうになります。一方
通行を、通行どめにして、そして十八銀行の下

の道路を対面通行にしてやるとか、そういう問題がいろいろ地域からも出ております。御
存じだと思います。
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　あるいは、旧キャバレー○○というのがありましたですけれども、あそこをどうするの
かという問題とか、霊丘公民館、それから中央

公園、市長もおっしゃっていましたけれども、その辺を空の上から、高いところから広く
見てしっかり御検討をしていただく必要があろ

うかと思います。
　時間が２分ほど余りましたけれども、「街づくり命」、この生田の質問はこれにて終わ
らせていただきたいと思います。ありがとうご

ざいました。
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