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３番（生田忠照君）（登壇）
　皆様おはようございます。そして、テレビをごらんの市民の皆様、新年明けましておめ
でとうございます。議員生活も１年半となりま

した実践クラブ生田忠照でございます。ことしもしっかり働きますので、何とぞよろしく
お願い申し上げます。
　さて、島原市議会のことしの幕あけは、古川新市長をお迎えし、市民の皆様も大いに期
待しておられることと存じます。気を引き締め

て島原をよくする、この１点だけを考えて行動してまいりたいと思います。
　それでは、通告に従い、２つの質問をさせていただきます。資料の順番をちょっと入れ
かえまして、最初に新市長の所信表明の内容に

ついてお聞きをいたします。
　まず、所信表明とは何ぞやということですが、調べてみますと、自分の考えや信念、ま
たは方針などについて演説したり講義したりす

る形で表明することとあります。この中に市長のお考えがびっしりと詰まっているという
ことになります。全てにおいてお考えを聞いて

みたいのですが、きょうはその中から４点についてお聞きしてみたいと思います。
　まず１点目、所信の中にも行財政改革、行財政の見直しとありますし、厳しい財政状
況、厳しい財政事情という言葉が繰り返し出てま

いります。民間出身の市長でございますし、市会議員の経験もあられるということは１円
の大切さを十分に理解しておられると受け取る

わけです。私も楽ではないと思いますが、どの程度厳しいのか市長のお考えをお聞きした
いと思います。
　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。よろしくお願い申し
上げます。
 

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。
　行財政改革の推進について、本市の財政状況についてでありますが、歳入面においては
歳入の根幹である市税が伸び悩んでおり、その

ため、自主財源比率が31％と低いこと。歳出面では高齢化の影響で扶助費が大幅な伸びと
なり、公債費と合わせ義務的経費が一定割合を

占めていること。また、財政構造の弾力性を示す指標であります経常収支比率が90％を超
え、硬直化の兆しがあること、さらに、基金に

ついても今年度は取り崩しが見込まれ、基金残高が減少する可能性もあることなどから、
厳しい財政局面を迎えておると思っております

。
　以上です。

３番（生田忠照君）
　ありがとうございました。財政が非常に厳しいという中から、私は建設業者でございま
すけれども、公共工事、あるいは道路ですね、

道路などの修繕などを減らしたりすることは、事業を減らすということはよくわかりま
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す。しかし、仕事がないと金が出回りません。下

請さんに至るまで苦しいわけですが、給料は下がりボーナスは出ない、そうすると飲食店
や買い物にも行かなくなる。お店の人はお客に

来てほしいもんですから、利益を切り詰めて値段を下げてみますけれども、それでも買っ
てもらえない。そんな今我慢の時代だと思うん

です。
　しかし、守るだけでは勝てないんじゃないか、自民党政権はこれからは攻めようと、そ
ういうふうに考えて、無駄な公共工事ではなく

、必要なという冠はつけますけれども、公共工事をやろうとしております。
　そこで、島原のことをちょっとお聞きします。私はまだ１年余りしか財政を見ておりま
せんので、流れがよくわかりませんが、島原市

はここ数年、先を見ていたのかどうかわかりませんが、今の政権より早く多くの工事を出
してきたように思います。
　これまでの取り組みの検証、分析として、景気をあおる意味の公共工事の額、その結果
として市民１人が背負っている地方債という借

金の残高はふえたんでしょうか。また、島原市が借金を払っていく力は弱くなってしまっ
たんでしょうか、そこをお聞きしてみたいと思

います。よろしくお願いします。
 

市長（古川隆三郎君）
　公共事業費につきましては、行革大綱を策定しました平成20年度が約18億円の金額に対
しまして平成23年度が約37億円となっておりま

す。地方債につきましては、これまで発行する地方債は償還する元金以下となるよう努め
てきたところであります。そのため、地方債の

残高はほぼ変わらない状況であります。
　また、収入に占める借金の返済の負担の度合いを示す実質公債費比率は、平成23年度で
8.3％と県内13市で最も低く、市民１人当たりの

地方債残高は、平成20年度で約38万円、平成23年度は約39万円と県内13市では２番目に少
ない額であります。

市長（古川隆三郎君）
　公共事業につきまして、小・中学校の耐震化である建てかえだとか、国体に向けた施設
の整備が行われたようであります。そのことで

一定の公共事業が確保してありましたが、恐らく、その財源としては国や県の補助事業や
スポーツ振興くじ、宝くじ、そういった助成金

を活用する、さらには合併特例債を充当する、そういう財源措置をして有利な地方債を充
当することにより、なるべく借金の額をふやさ

ないという対処、工夫は当然されてきたものであると認識しております。
 

３番（生田忠照君）
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　ありがとうございました。なるほどですね、皆さんもお聞きになったと思いますが、市
のお金はなるべく使わずに県や国のお金でいろ

んな事業を生み出す努力をしてきたと、そういうふうな答弁だったと思います。
　これからも交付税措置がある事業に、ぜひひとついいやり方だと思いますので、敏感に
反応して続けていっていただきたいと思います

。
　ただ、私が心配していますのは、もうお話にもありましたように、市税の収入が伸びて
いないと、今後も伸びる可能性は薄いというよ

うな中で、事業予算の３割が自主財源ということは、７割がよそから持ってきたお金とい
うことになりますので、国に頼っている島原市

がですね、合併後10年を迎える数年後から国の交付税が数億円の単位で減らされると聞い
ております。教えていただきたいと思います。

いつごろ、幾らぐらい減るのでしょうか。
 

市長（古川隆三郎君）
　合併に伴う有利な方法でありました、多分、合併算定がえのことをおっしゃっているん
だと思います。本市の平成24年度の普通交付税

の交付決定額が臨時財政対策債発行可能額を含め68億6,600万円です。この金額は合併特
例法に基づき、旧島原市と旧有明町が存在するも

のとみなして算出した合併算定がえを加算した有利な両市町の合併額であります。しかし
ながら、この特例による満額交付の期間が合併

後10年間と定められておりましたので、その後の５年間で段階的に縮減をされて、合併後
16年目を迎える平成33年には、本来の一本算定

額が交付されることになります。こうしたことから、本市への今後の影響を本年度の合併
算定がえの額を７億円でありますので、それを

基準に試算しますと、平成28年度から５年間、32年度までの５年間で１割から９割へと
年々縮減額が拡大されていきます。５年間の累計

総額で約17億5,000万円が縮減されると試算ができます。よって、合併算定がえの特例措
置が完全に終了します平成33年度からは、現在と

比べて毎年約７億円が減額されるものだと見込まれております。
　以上です。
 

３番（生田忠照君）
　丁寧な御説明ありがとうございました。聞いただけでもちょっとぞっとするようなお話
でございましたけれども、今ざっと控えました

が、５年間で17億円、それからその５年後、合併後10年の後の５年後からは毎年７億円
と、これはやっぱり相当厳しい改革をやっていか

ないといけないなと。ただ、厳しい財政ですから何もしないというわけにはいかないと思
うんですよ。市長には期待もかかっていますし
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、あれもこれもやってくれという話が多い中で、僕らがお願いできるのは100万円で1,000
万円の効果が出るとか、そういう費用対効果を

よく考えた財政運営を引き続きお願いをしたいと思います。
　さて、続きまして所信表明の中から、あと３点お伺いをいたします。
　市庁舎の建設場所についてであります。きのうの答弁でもう再三出ましたので、頭を整
理したいのですけれども、この件につきまして

は、議会でも多くの議論が交わされてまいりました。その結果、現在の庁舎をどこかに移
して解体し、同じ場所に建て直す方向性が示さ

れてきたところであります。しかし、再検討の意見も多く、斜めに走る都市計画道路、こ
れをつけかえて山側に建築することで１回の引

っ越し、駐車場用地の確保、大手広場の有効活用、これを実現するという２つの案に煮詰
まってきていた、そういうふうに私は理解をし

ています。
　私は去年の９月議会、もう１年半ぐらい前ですけれども、９月議会において現在地より
山側に10階建ての市庁舎、これを建てたらどう

かという質問をした直後に、多分、古川市長だったと思うんですけれども、回転ずしでお
会いしました。その方はですね、僕も全く同じ

意見だと。しかし、10階建てはちょっと無理かもねとおっしゃったような記憶がございま
す。だから何だということなんですけれども、

できることなら山側への建設に市長は思いがあるんじゃないでしょうか。しかるべき立場
になると軽々しく言えない、そういうことなん

でしょうかということをちょっとお聞きしたいと思います。
 

市長（古川隆三郎君）
　生田議員の一般質問等の発言は再三注目してみさせていただいておりましたし、回転ず
しでお会いしたことも覚えております。10階建

てという話を聞いたときには、正直言って驚きました。位置の話でありますが、私は昨日
から申しています。懇話会でも現在地付近が望

ましい、それから、市議会の特別委員会でも現在地周辺が望ましい、ということは今建っ
ているこの大手地区を指しているんだろうとい

うふうに私は受けとめさせていただいておりました。その上で、これも昨日から言ってお
りますが、懇話会、市議会等でもまちづくりや

市街地開発に貢献するものであってほしい、大手広場の再開発もあわせてするべきだとい
う御提言もいただいています。そういったこと

を勘案し、やはり大手広場に走っている道路、この道路がどのように変更できるのか、こ
のことによって大きく市庁舎の建設位置も現在

地がいいのか、多少移動すればいいのかと、そういうことにもつながってくると考えてい
ます。そういうことで、昨日もゼロベースとい

う言葉を使ったかと思うんですが、総合的に大手広場の利活用、そして、道路の走り方が
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どうして今のままが変更できないのか、そうい

ったことを今できない理由というよりも今障害になっていることを僕に実際に示してくれ
というふうなことを今指示をしていますし、そ

ういったことを総合的に考える中で庁舎の位置はこれから見えてくるであろうと思ってい
ますので、懇話会、市議会特別委員会にありま

す現在地付近、こういったことをきちっと踏まえながら、これから検討していこうという
ふうに考えています。
 

３番（生田忠照君）
　非常にわかりやすい御答弁でございました。僕も先ほどの質問の中に、できることなら
山側の建設に思いがあるのではという、できる

ことならを入れたのは、その道路を動かすことができることならという意味を含めた言葉
でございます。ぜひ検討をして、いい市庁舎を

建てていきたいなと思います。
　ただ、もう１点、市民の方々でもよく言われますのが、総事業費40億円と言えばうわっ
と思う方も多いんですけれども、実は合併特例

債がありますので、その６割から７割今なら国からもらえるお金だということです。つま
りこの庁舎については３割、40億円の３割、四

三、十二、12億円とか15億円とか、それぐらいの事業なんですよということを市民の方に
はよく御理解をしていただきたいと。（発言す

る者あり）それで僕としてはですね、もちろん、私は市長のコストダウンにはもう大賛成
です。市長がおっしゃる有明の職員さんの90人

分、例えば、ちょっと聞いていただきたいんですが、90人分に25平米を１人頭掛けて、そ
して平米単価30万円、これを掛けると計算的に

は６億7,500万円、７億円弱の金額になります。これは７億円弱の人間の工事代が減ると
いうことなんですね。しかし、その中身の手出し

は、合併特例債を考えると、３割に仮にしたときに、３割になると三七、二十一で約２億
1,000万円のコストダウンになるということ。そ

ういうふうにざっと計算をできます。これが２億円から３億円コストダウンになるんです
けれども、建物は680坪減ってしまうということ

です。
　ただ、この２億円、３億円という数字が大きいと思うか、このチャンスにですね、合併
特例債が使えるチャンスに広くつくって、ある

いは図書館を入れる、松平文庫を入れる、仮にイベントホールをつくる、レストランをつ
くる、そういうふうないろんな企画をするか意

見が分かれるところだと思うんです。これについては、じっくりまた別の機会に議論をし
たいと思います。
　時間もありますので、次の質問に移らせていただきます。
　産業振興の件です。
　産業振興の中に企業誘致と地場企業への支援、雇用拡大の文章がありますけれども、ま
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さにその対策として昨年制定した条例があり、

７つの事業者に補正予算を組むほど活発化しているようですが、その実績について、相手
先、金額などの御報告をお願いしたいと思いま

す。
 

産業振興部長（柴崎博文君）
　昨年３月で皆さんに議決いただきました企業立地の促進及び雇用の創出に関する条例の
実績でございますけれども、これまで事業者か

らの申請に対しまして奨励金の交付要件を備える事業所は９件でございました。うち、平
成24年度の事業者への奨励金の予算はトータル

で、今お話しされました７社分で１億1,731万円程度でございます。内訳といたしまして
は、宿泊業が新設１社と改修１社で、合わせて１

億190万円、それから、食品製造業が増設３社、移設が１社で、合わせて1,020万円、鉄鋼
業が増設１社で521万円程度でございます。あく

までもこの額につきましては、今現在提出されております計画に基づく奨励金の予想額と
いうことで御理解いただきたいというふうに思

います。
 

３番（生田忠照君）
　ありがとうございました。今のお話だと宿泊業が２件で１億円ちょっとですので、ほと
んどが向こう方面にある２つのホテルがこの事

業を活用したと、金額的にいうとそういうふうになろうかと思います。
　この条例は企業誘致から雇用につなげる戦略ですので、ただ、よく聞くのが、仕事がな
いんですよというような訴えをいまだによく耳

にします。この条例制定の効果についてお尋ねをしたいんですが、島原の有効求人倍率と
いいますか、仕事、つまり仕事の需要と供給の

バランスですけれども、少しはこの条例でよくなってきておりますでしょうか。

産業振興部長（柴崎博文君）
　雇用の増大の効果でございますけれども、今ありましたような条例に基づく予定として
も、ある程度多くの方々を雇用する予定になっ

ておりますけれども、現在、島原ハローワークの有効求人倍率は、条例を制定する前の平
成22年の11月の数値では0.49倍となっておりま

して、県平均の0.54倍を下回り、県内10カ所の公共職業安定所の管内別の順位は６位でご
ざいました。これが条例制定後の平成24年11月

の数値では0.78倍で県平均の0.71倍を上回り、管内別の順位も諫早管内に次ぐ２位の状況
となっているところでございます。
 

３番（生田忠照君）
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　今の数字は非常にわかりやすかったんですが、県内で２番目まで押し上げてきたという
ようなお話だったと思います。仕事がないと言

う割には、県内の話ですけれども、仕事の需要と供給のバランスが２番目に、0.78といい
ますと、１人に対して0.78の仕事というふうに

思うんですが、数字はあれですけれども、１人に１つ仕事はないけれども、非常に高いと
ころで島原に仕事はあるんだよというお話だと

思います。
　職種別といいますか、仕事自体はあるんだけれども、人気のある事務職、これはもう全
然ないとか、そういう事情もあると思いますけ

れども、県内でも上位にあるとは私の勉強不足でした。評価をいたします。
　続けてお聞きします。県内でも上位にランクされている要因は条例だけでしょうか。
 

産業振興部長（柴崎博文君）
　先ほど申し上げました条例による効果も大変大きいと思います。
　それと、特に私ども緊急雇用創出事業をやっておりますけれども、この事業の効果も大
変多うございます。また、島原管内におきまし

ては、福祉関係、あるいは介護関係、こういう職場からの求人が大変多いというふうには
伺っております。
 

３番（生田忠照君）
　わかりました。そういう緊急雇用の事業を広く活用したというふうなことだと思いま
す。もっともっと仕事がふえてほしい、よくなっ

てほしいという欲は限りがありませんけれども、仕事がなければこの愛する島原で暮らし
ていけないわけですので、財政も雇用も今の状

態からお聞きしますと悪くないみたいですので、その状態から悪くならないようにしっか
り手を打ち続けていってもらいたいと、そうい

うふうに思います。
　さて、本日最後の質問になりますけれども、産業振興の中で市街地の活性化対策につい
てでございます。
　私は常々、水平移動がしやすい、この中心市街地に居住する施策を積極的に行うこと
が、活性化が進む近道ではないのだろうか。つま

り、町なかに住むという考えを持っております。その中でも、特に今声を大にして訴えた
いのが、中堀町のエレナ跡地の利活用について

でございます。この件に関して現在の状況と市長として今後の利活用について御意見があ
れば伺いたいと思います。よろしくお願いしま

す。
 

市長（古川隆三郎君）
　エレナ一番街店についてでありますが、周辺の方々から非常に便利だとか、買い物しや
すい、駐車場もある、いろんなことで親しまれ

てきたということは認識しておりました。昨年の２月に閉店をして、その後に入るテナン
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トもないということで、今１年間が過ぎようと

しておるんですが、先日、中堀町商店街協同組合の役員の方々、青年部の方々が御来庁さ
れまして、現在、商店街においてもエレナの跡

地の利活用について、非常に重要な問題であり、自分たちも勉強会をしているんだという
申し出がありました。そういう民間が主体とな

っていろんなことをどうされているのか、やっぱり多くの情報や関連機関なんかと協議し
ながら、本当に皆さん方が何かを立ち上げよう

とするときには、行政としてのどういう支援方法があるのか、そういったことについては
検討していくべきだと考えております。

３番（生田忠照君）
　僕が聞きたかったことは本当、今の答弁の中にございました支援の話でございますけれ
ども、エレナ跡地につきましては、実は水面下

でここの建てかえのときの市庁舎移転の際の仮庁舎として利用してはどうかと、そういう
動きがあったようでございます。しかし、市庁

舎建設が今見直しになっている現在、棚上げ状態がこの後続くとしか思えないわけです
ね。つまり、このままでは何も動かないというこ

となんです。
　そこで、今のお答えにありましたことをお聞きしますけれども、もう既に１年以上最大
の空き店舗になっているわけですが、今おっし

ゃったように、民間の方が、これはあくまで今他人の土地です。他人の土地ですので、例
えばの話で聞いていただきたいんですけれども

、民間での動きとして、具体的にまちづくり会社を設立して将来の活用案をつくって、そ
して、再開発に向けて動き出したときに、これ

は非常に重要な事業でありますし、今もお話がありましたように、行政も一緒になって、
人、物、金、積極的に動く必要があると思いま

すが、いかがでしょうか。もう少し具体的にお聞きしたいと思いますが。

市長（古川隆三郎君）
　民間の方々がいろんな知恵を出し合い、そういった恐らくディベロッパーを用意したり
して再開発をされるというふうなことだと思う

んですが、当然権利、地権、所有者の方、そういった方を交えてのいろんな検討が必要だ
ろうと思っています。
　さらには、今日までエレナ跡地の問題等で生田議員の御発言だとか、いろんな周辺の方
の話を私が伺っている範囲なんですが、道路の

一方通行の問題であるとか、その周辺のいろいろ今活用していない建物のことであると
か、それぞれいろんなお考えをお持ちの方がいら

っしゃるようですので、そういったことを本当に一本化するような、そういう民間のエネ
ルギーがどのくらいあるのか、やはりそういっ
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たことをきちっとお示しいただくとか、そういった形になっていく過程において、行政が
いかにかかわるべきかということが見えてくる

と思います。そのように今現時点では感じております。

３番（生田忠照君）
　僕もその立ち位置の問題で１つだけお話をしたいのは、ここの件に関しては行政が主導
というよりはやっぱり民間が主導のほうがいい

のではないかと。そして、それを行政が支援するというような形が非常に理想的じゃない
かと個人的には思っておりますので、つけ加え

させていただきたいと思います。
　最後の質問をやったところで時間を見ますと、まだありますので、皆さんにはもう１点
ちょっとお聞きをしたいと思いますが、よろし

ゅうございますでしょうか。
　実は選挙に関する質問をちょっとしてみたいなと思います。
　昨年はテレビでごらんのように、アメリカや中国など、世界中がトップを選ぶ選挙の年
でもございました。この島原半島も市長選や衆

議院選挙、おまけに雲仙市長選挙までございました。そのたびに今ポスターが張られ、街
宣車が走り、選挙公約が配られるわけなんです

けれども、この選挙にどのくらい税金が使われるんでしょうか。また、１人の古川新市長
を生み出すための費用は、一体幾らかかるのか

お聞きしてみたいと思います。できればその費用の内訳についても概略で結構ですので、
お答えいただければと思います。よろしくお願

いします。
 

選挙管理委員会事務局長（内嶋善之助君）
　島原市長選挙執行に係る費用についてでありますが、今回の島原市長選挙では、管理者
及び立会人の報酬124万円、人件費として職員の

時間外勤務手当、これは概算でありますが、およそ550万円、非常勤職員及びパート職員
の賃金152万円、投票所入場券等の発送及び物品

等の郵便料配送料等が227万円、ポスター掲示場設置等に係る費用が59万円、選挙広報の
配布に係る費用が96万円、選挙システム運用の費

用が160万円、選挙公営等につきましては、ポスター作成費75万円、選挙運動用ビラ作成
費23万円、選挙運動用自動車44万円、選挙運動用

通常はがきの郵送料でございますが80万円、そのほか選挙執行に係る事務経費を含めます
と1,900万円から2,000万円程度になる予定だと

試算──概算をいたしております。
　なお、参考までに平成20年執行の島原市長選挙の決算額は2,455万円でありました。
　以上です。
 

３番（生田忠照君）
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　そうすると、前回の市長選挙では2,455万円、１人の市長を生み出すためにかかった
と。今回は1,900万円から2,000万円だというふうに

理解をしてよろしいですね。（発言する者あり）はい、それ以外にも個人負担は当然あり
ますので、それを考えますと、選挙にはお金が

当然かかるわけです。私もインターネットでちょっと調べてみましたら、国会議員になる
と桁が違います。そうでしょうね、総務省のペ

ージに2009年の衆議院選挙の費用が出ております。総額何と602億円、それで480人の国会
議員を生み出すわけですので、１人につき１億

2,500万円もかかると。１億2,500万円でございます。もちろん選挙公費と言われるものだ
けでございます。選挙区も非常に広いわけです

し、テレビとかの放送もありますから当たり前のことなんですけれども、ここでもう１つ
聞いてみたいのが、実は私も皆さんの税金をか

けていただいて生まれた議員でございますので、私には一体幾らかかったのか、これを教
えていただけませんでしょうか。
 

選挙管理委員会事務局長（内嶋善之助君）
　島原市の市議会議員１人当たりに係る選挙公費についてでありますが、平成23年５月29
日執行の島原市議会議員一般選挙では総額3,525

万円でした。この額を市議会議員の定数21で割りますと、１人当たり約168万円となりま
す。
　以上です。
 

３番（生田忠照君）
　私も168万円かけていただいて、馬場議員はその掛ける８でございます。168万円かけて
いただいて議員にならせていただいております

ので、これは一生懸命働いて体でお返しをしていきたいと思います。
　きょうは所信表明の中から財政、市庁舎、雇用、市街地の活性化、この４点を取り上げ
て質問をさせていただきましたけれども、これ

からの島原市は市庁舎建設を契機によい方向に変わりますよと、そういうイメージ、期待
感こそが最も大事だと思っております。
　少子・高齢化、人口減少、この歯どめ策にこれだという決め手を欠く現在、島原にとっ
て明確な思い描けるような、その将来像といい

ますかビジョン、これがやっぱり必要なんだろうと思います。島原も有明も学校や公園の
そばには安く住める子育て世代が中心になると

。今学校のそばの市営住宅には高齢者が住んでいます。それから、病院や銀行、買い物に
歩いていける町なか、こういったところには元

気な高齢者が住める高齢者中心のまちづくり、この住みかえがですね、若いときには郊
外、例えば、お年をとったらその家は若い人に貸

して、その家賃で中心市街地の町なかに住めるというような、そういう住みかえ施策、私
にとってはこの住みかえ施策ができるまち島原
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というものをつくることが市内外から定住人口を呼び込み、仕事をつくり出していく決め
手になるのではないか、自分ではそういうふう

に思っております。
　今現在、エレナ跡地や富重旅館の跡地、こういったものが、めったにない空き地として
好条件がそろっております。ぜひ御検討をお願

いしまして、まちづくり命、生田の質問をここで終わらせていただきたいと思います。よ
ろしくお願いします。（「議長、議事進行につ

いて」と呼ぶ者あり）
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