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３番（生田忠照君）（登壇）
　皆様おはようございます。今回の一般質問のトリを務めさせていただきます、実践クラ
ブ、生田忠照でございます。
　早くも議員になりまして１年が過ぎ、この６月議会で市庁舎建設を取り上げてデビュー
したことを思い出します。
　さて、私を入れて14名の議員の方々からさまざまな質問が出てまいりました。さすがに
重なる点も多いかと思いますので、市長を初め

、理事者の皆様方には御迷惑をおかけしますが、答弁のほど何とぞよろしくお願いいたし
ます。
　まずは、さきのジオパーク国際ユネスコ会議でございます。
　役所の皆様、また市民の皆様も、何とか盛り上げようと、掃除に始まり、イベントの企
画運営まで大変お疲れさまでございました。私

は、会議を通じてイギリスの方でメール友達ができましたので、今も交流をさせていただ
いております。
　それでは、本題に戻り、通告に従い４つの質問をさせていただきます。
　１つ目は、企業立地促進条例についてであります。
　４月から始まったわけですが、現在までの申し込み状況や予定の補助金額についてお尋
ねをいたします。
　２つ目は、中堀町エレナ跡地の利活用についてであります。
　現在の状況と今後の利活用についての御意見を伺いたいと思います。
　残り２つの質問は、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（横田修一郎君）（登壇）
　生田忠照議員の御質問に対しお答えをさせていただきます。
　まず企業立地促進条例について、４月施行からの申し込み状況、予定額についてのお尋
ねでございますが、あらかじめ申し込みをいた

だいて審査をいただくということになるんですが、現時点、５月末の時点では11件の問い
合わせがございます。そして、指定の申請につ

いて具体的な協議や相談がされている企業がございますが、まだ正式な受理までは至って
いないところでございます。したがいまして、

奨励金の予定額についてはまだ現段階では算定するに至っておりませんが、協議中のもの
が出てくることになるのは十分予想されます。
　それから、中堀町エレナ跡の利活用について、現在の状況と今後の利活用についてのお
尋ねでございますけれども、建物を所有する会

社によりますと、報道等でも周知されておりますが、建物は解体すると方針が決まってお
るようでございますが、その時期などについて

は今のところ未定というふうに伺っております。こうした中で、本市としましては、今後
の利活用につきまして、現在のところ市自体で

の具体的な計画は策定いたしておりません。ただ、民間の事業による利活用については、
民間の事業者が地域住民の御理解をいただきな

がら事業を実施され、その地が再び中心商店街の核となるような、以前にも増して人々が
集い、にぎわうまちとなるようなことを私ども

も期待をいたしておりますが、前回の議会でお尋ねがございましたその道路等の問題につ
いては、私どももそういう事業確定が出てくれ
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ば十分それについては対応していかなくちゃならんというふうに思っておりますし、どう
いう計画が出るのか楽しみにしておりますが、

楽しみというのは失礼かもしれませんが、いずれにしましても、今の時代は豪華で高いも
のを、結果的にはやはり値段との勝負かなと思

いますので、そういう意味では市としてできることについてはできる限りの御支援は考え
ていくべきだというふうには思っております。

３番（生田忠照君）
　どうもありがとうございました。
　条例につきましては、今後も時期を見てお聞きしていきたいと思います。
　それと、エレナの跡地につきましては、先日、新聞にも記事があったとお話ありました
けれども、実際にはすぐに解体ができない状況

にあります。というのは、解体の前に、まず携帯電話、ａｕですけれども、アンテナの移
設先を探さねばならないと。その移設先があっ

たとして、装置の設計、それから設置工事、これに５カ月必要だそうです。僕のところに
は佐賀の業者さんがおいでですけれども、年内

に移設は難しそうと。それから、それが片づいてから解体になりますので、更地になるの
は来年の春ごろかなと個人的には思っています

。それまでに今おっしゃったような民間の取り組みが進んで、利活用についてよい展開に
なればと願っております。
　それでは、続けて３つ目の質問をいたします。
　ソーラー発電についてであります。
　福島原発の報道において、にわかに自然エネルギーによる発電など、再生可能エネルギ
ーに注目が集まっておりますが、島原市として

はこの分野、特に太陽光についてどのように取り組んできたのかをお聞きしてみたいと思
います。よろしくお願いします。

市民生活部長（堀　利久君）
　ソーラー発電について、現在までの市の取り組み状況についてでありますが、本市では
地域新エネルギービジョンを策定し、市内にお

けるエネルギー消費の実態や自然エネルギーの利用可能量などを調査研究した結果、太陽
エネルギーにつきましても本市における有望な

エネルギーとされたところでございます。太陽光発電については、導入促進のため、１世
帯当たり６万円の太陽光発電設置費補助金を交

付しております。その交付件数と合計出力数は22年度で114件の491キロワット、23年度で
178件の939キロワットとなっており、大幅な増

加傾向にございます。また、島原復興アリーナや島原市立第三小学校、同じく第一小学校
には太陽光発電設備をそれぞれ設置していると

ころでございます。
 

３番（生田忠照君）
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　続けてお尋ねをしたいと思います。
　今お話があったソーラー設置の補助金についての分析なんですけれども、平成22年が
114件、23年がふえて178件ということですね。そ

の行われた工事金額、平均でいいんですが、大体どれぐらい１件当たり工事のほうをやら
れているのか。それともう１つ、そのうちの申

し込まれた工事で市内業者の割合、ざっとでいいですが、教えてください。

市民生活部長（堀　利久君）
　今までに取り組んだ太陽光発電の実績の内訳でございますけれども、22年度は114件で
総事業費としては２億9,300万円、これは１キロ

ワット当たりの単価で申しまして59万7,000円というふうなことになっております。22年
度の業者の市内、市外別の内訳でございますけれ

ども、22年度で見ますと市内の業者が21業者、市外が18業者でございました。それから、
23年度でございますが、総事業費として約４億

7,700万円の総事業費でございます。１キロワット当たりの単価に直しますと50万7,000円
となります。業者の内訳でございますけれども

、市内業者で17、市外の業者で28でございました。

３番（生田忠照君）
　ちょっと早かったので、書きとめ切らんやったんですが、もう一回繰り返しますけれど
も、今の金額でいうと、１キロワット当たりで

出たので、大体平均３キロワットとか５キロワットぐらいまででしょうか。そういうぐら
いの工事費になると、仮に４キロワットとした

ときに200万円ぐらい、１件当たりですね。200万円の工事を出すのに、いわゆる補助金が
６万円ということですよね。６万円の補助金を

使って200万円の工事を出すと。で、178件が去年ですから、これに６万円を掛けると
1,000万円ちょっとですか。その1,000万円ちょっと

で４億円ですかね。1,000万円の補助金を使って４億円の工事を引き出したと、そういう
ふうに見ることができるんじゃないかと。これは

非常に効率のいい税金の使い方のように思うわけです。地球のためにもなりますし、家計
のためにもなる、景気対策にもなるこの分野に

島原市が積極的に投資することは、自然とともに生きるジオパーク島原の未来の姿にプラ
スになるんじゃないかなと。
　次に３点、今後の取り組みについてお聞きします。
　市内の業者さんもいらっしゃるわけですけど、結構熊本とかあちらこちらから攻められ
ております。
　その中で３点、まず１番、補助金を市内の業者のみに限るということは可能でしょう
か。
　それから２番目、個人アパート経営者の屋根に設置の場合は補助金が出ますけれども、
会社経営、法人経営のアパートには出ません。

県内でも長崎市は積極的に出していますけれども、島原市はどうでしょうか。
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　３番目、全量買い取りが７月から始まりますけれども、流れが変わると思いますが、行
政側の施策に変化はあるんでしょうか。
　この３点、よろしくお願いします。

市民生活部長（堀　利久君）
　１点目の補助金について市内の業者に限れるかというふうなことでありますが、現時点
ではなかなか、市内の業者についてもいろんな

おつき合いがあったりとかがありますので、現時点で即市内の業者に限るというふうなこ
とはなかなか大変難しいことではないかという

ふうに考えております。
　それから、２点目の個人のアパート等には補助が出るんだけれども、法人設置のアパー
トには補助がないというのについては、今、先

ほど議員おっしゃられたように、ほかの自治体には補助を出しているという事例があるよ
うでございますので、そこら辺をこれから、出

すことができるか、前向きに検討はしてみたいと思います。
　それから、３点目の７月１日から全量買い取りができるわけでございますけれども、市
といたしましても、現在も公共施設への導入で

あったりとか、太陽光設置の補助金の交付を含めて、ソーラー発電の導入促進について
は、恐らく全量買い取りということでもっともっ

とふえてくると思いますので、市としても今後も引き続き取り組んでまいりたいと思いま
す。
 

３番（生田忠照君）
　特に３番、引き続き継続をしていきたいということなんですが、加速させるためには６
万円の補助金を、例えば、１万円上げて７万円

にするとか、よそよりもやっていますよという、そういうことが響くんですよね。１万円
上げたところで178件ですから178万円ですよね

。お金の使い方として、景気をあおるためにはそういうニンジンのぶら下げ方、倍になっ
てくれれば、それはもう島原市の人、がんがん

太陽光をやってくれると思うんですけれども、そういうふうな施策の何か切りかえという
か、全量買い取りとはまたちょっと違うのかも

しれないですけれども、太陽光については進めていっていただきたいと思います。
　島原市については、石油もございませんし、天然ガスもありません。風力も弱いです
し、地熱も低いと。大きな川もありませんから水

力発電もできない。以前の市長の答弁では、メタンガスや地下水の温度差発電を研究して
いるとのことでしたが、私はソーラーを推しま

す。島原は、太陽の日照についてはほかの市に負けないような強みがあります。全国平均
より、少なくとも、最低でも15％は勝っている

状態ですね。それだけいい成績が期待をできます。全量買い取りに素早く反応して、自治
体独自で既にメガソーラー発電、これが全量買
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い取りの影響ですけれども、自治体独自でメガソーラー発電に取り組み始めているところ
は出てきています。群馬県の太田市、メガソー

ラーのパネルを、設備ですね、これが高いので、それをリースして、リースで７月からも
う始めると。兵庫県の豊岡市、コウノトリを見

に農業委員会で行きましたけれども、合併特例債を利用して一般財源の負担になる１億
2,000万円を９年間で取り戻すと。そして、大体20

年ですから、その後、約11年発電したお金をさらなるエコ事業につぎ込むというようなこ
とで、合併特例債をこういうソーラーに使って

いると。世の中に絶対もうかる話はそうありませんし、電力会社がもう既に枠をつくって
います。思い切って早く手を挙げたほうがチャ

ンスをつかむのは当然のことだと思います。
　最後に、市長にお聞きをしたいと思います。
　ドイツという国は、最近、原発20基分の太陽光発電を実現したそうです。この時代の流
れの中で、自分のまちで自分のエネルギーをつ

くるんだという、そういう発想は絶対必要です。ソーラーを促進して、先ほど話に出た学
校とか、アリーナとか、そういう公共施設にと

どまらず、3,000坪の土地があれば、お金は３億5,000万円ぐらいかかります。今、キロワ
ット35万円ぐらい、もっと安くなるかもしれま

せんけれども、３億円ほどあれば、3,000坪の土地があれば1,000キロワット、メガソーラ
ーが可能です。ぜひ市長のお考えをお聞かせい

ただけませんでしょうか。
 

市長（横田修一郎君）
　基礎調査の面では、そういう日照量は多いというのは私どもも承知しておりますので、
そういう取り組みができないかというふうなこ

とは積極的に検討いたしておりますが、問題は、やはり価格設定がされたからには今度は
競争になるわけですね。それで本当に採算がと

れるかどうかというのが今後の課題だと思っておりますので、やっぱり投資効果があるか
ないか、その辺はよく見きわめて、基本的には

私はそういう前向きには取り組んでいきたいというふうに思っております。
　二、三、どうだろうかという話があるんですが、なかなか事業化に踏み切れないのは、
やはり基本的に島原の場合はまとまった遊休地

と言ったら失礼ですけれども、そういう土地が比較的少ないんですね。だから、おっしゃ
るように3,000坪と、要は言うなれば１万平米で

すから、そういうのがまとまってあるのが一番やっぱり事業者さんとしては欲しいという
相談はあっております。そういう適地について

は、我々も十分、今、うちの企業誘致適地のリストなんかもお見せしながら相談には応じ
ている段階でございますけれども、可能性があ

れば積極的に進めていきたいというふうに思っております。
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３番（生田忠照君）
　民間と組むのはよくある話です。きょうお話ししたのは、ぜひ自治体独自で、合併特例
債なんかを使ってやるようなところも出てきて

いますし、パネル自体も非常に進んできています。以前は島鉄の跡地に並べたらどうかと
いうようなお話も市長とお話ししましたけれど

も、いろんな方法がどんどん進んでいますので、雇用もできますし、まず仕事が出るんで
すね。それから、出したお金を取り戻すことが

できる。その後は貯金がずっとでき、お金がお金を生んでくれるというようなことで、お
金の使い方としては今の買い取りの約束ができ

るとき、後でゆっくりほかのところを見ながらやっているとチャンスがなくなるんじゃな
いかと僕は心配するものですから、ぜひ御検討

をしていただきたいと思います。
　それでは、本日最後の質問をさせていただきたいと思います。
　市庁舎建設場所についての御質問であります。（パネルを示す）見えますか。少し話し
て、市長のお考えをお聞きいたします。
　なぜ場所について強調をした質問にしたかといいますと、場所によってすべてが変わる
からです。また、その場所について、現在地及

びその周辺、現庁舎付近など、行政側や議員の皆さんの認識が違うために意見が割れてい
るんじゃないかと思います。辞典で調べますと

、周辺とはあるものの周り、あるものを取り巻く部分と書いてあります。付近とは近くの
場所、そのあたり、そうなっております。言い

かえますと、「現在地及びその周辺」の「その周辺」は現在地を取り巻く部分、「現庁舎
付近」は現庁舎の近くの場所となります。私は

議員になってすぐ、１年前の６月にどこを一体考えられているんですかと質問いたしまし
たけれども、市長自身も各答申を尊重されて、

現在地及びその周辺という形でまとめていきたいという含みを持たせた答えが議事録に残
っております。
　この４日間の議論を聞いておりまして、私なりに納得した部分も多々ありました。私は
新人ですので、この委員会に出ておりません。

それで、議事録をしっかり読むことしか、そして考えるしかなかったんですけれども、こ
の委員会に出ていらっしゃった22名の議員さん

でさえとり方が違う結論については、言葉があいまいだったんじゃないかなと言わざるを
得ません。芝生公園と、それから南側の宝屋万

十店のところの民有地を含む現在の敷地内での建設に限る、そういった言葉になっていれ
ば意見は統一できたんだと思いますが、あの時

点では選挙がありましたので、選挙前で時間もなく、東北の大震災もありました。委員会
も煮詰めることができなかったのがやむを得な

い事情じゃないのかなと。とにかく島原駅と、それからバスのターミナル、それから現庁
舎付近、この３つの中で１つに絞りたいという
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ところが目的だったんじゃないかなと個人的には思っております。
　私はこう思うんです。俗に大手広場ですね。大手広場というこの道路に囲まれた部分
で、それを周辺とか付近と考えていろいろ検討し

たけれども、問題点がある部分は考慮して外したと、削除したと。そして、芝生公園です
ね。芝生公園、この後ろ、芝生公園と書いてあ

りますけれども、芝生公園と南側の民有地ですね。南側、ここはちょっと絵が悪いですけ
ど、この辺ですね。これを含んだ現在地での建

てかえが案としてはある。今、案としてはベストじゃないかと考えられたと思いますが、
市長、いかがでしょうか。
 

市長（横田修一郎君）
　昨年、議会の報告をいただいた後、私どももやはりできるだけ耐震性を持たせるものを
早く整備する必要があること、それから財政的

にもそんなに、できるだけ節約をすること、それから利便性という意味では、やはり商店
街とのつながりとかいうことを前提に考えます

と、それでどこがいいだろうかという中で、いろいろやっぱり制約が大きいなということ
で現在地及びその広場付近を、いわゆる言うな

れば市役所の建物の建設のとしてやったほうが一番財政的にも多額の経費を要しないで可
能だなというふうには考えた次第でございます

。やっぱり私どもは、今からの高齢社会を考えたときに、市民の皆様が市役所に入りやす
い、それからまちに行っても散策をしやすいよ

うな町並みをいかに整備するかというのは、これは大事なことでございます。そういう観
点からも、そこらの交通アクセスの関係も考慮

してどうだろうか。津波対策は、今の現在地が標高４メートルということになっています
けれども、現実には満潮時に重なるとやはり１

メートルぐらいしか余裕がありませんので、報告にもありましたように少しかさ上げを
──かさ上げというか、主要なフロアを生命の危

険がないような高さまで持ってくるというのは、これはプロポーザルの中で検討していた
だくことにしないと、経費の問題もありますか

ら、そういう面でそこは考慮していかにゃいかんだろうというふうに思っております。
 

３番（生田忠照君）
　ありがとうございました。今の話も合点がいく話でございます。
　それでは、ちょっとお聞きをしたいと思います。
　前々から僕も議会で質問させていただいておりますけれども、この庁舎より山側に建て
て、できてから引っ越すという一見よさそうな

案に対する問題点、つまりこの議会で出ました都市下水路、それから大手川の改修、
ＮＴＴの電線について、もう何回も答弁や、それか

ら昨晩の市長を囲む懇談会、こういった中でもおっしゃられておりましたけれども、最後
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ですので、もう一回だけお聞かせ願えますか。
 

市長（横田修一郎君）
　県道を変える必要性がどこにあるのかという意味では、まさに今、県道を含む旧警察側
といいますか、そこに庁舎を建てるという前提

であろうと思います。その場合に問題点は、やはり道路を川沿いに持ってきた場合に、既
存の12年前に整備した道路との間で十四、五メ

ートルぐらいしか余裕がなくなる問題、それと踏切を渡って向こうにアクセスする場合の
右折帯、それから国道から杉谷側に上る場合の

右折帯、こういうのを考えると、既存の整備した橋をさらに拡幅して広げる必要がある、
言うなれば今の東側玄関のですね、そこで足り

るのかどうかというぐらいに拡幅をしないと交差点として機能しないという問題にもなり
ますし、まずは近接して信号が２つあるのは、

恐らく警察としてもそれは無理だというふうな話がございますので、それは現実的な案と
しては非常に難しい。じゃあ、市役所の位置を

昔のようにもっと北側にずって、言うなれば花みずきのほうに寄せればいいじゃないか
と。これは過去、協力いただいた皆様、そして現

状の交通アクセスからいって、これはまたかなり困難なこと、それに伴うところの工事費
が多額になることですね。それと、都市下水路

の問題。仮に都市下水路をやって少し県道をいじったらどうかということかもしれません
が、そうなると都市下水路の改修をする必要、

並びに仮放水路に伴うところの工事費、これが先ほどお尋ねのような、どうやってその住
家の下をくぐることができるのか、了解をとり

得るのか。仮にそれと大手川での直に入る水をかわすためには、拡幅をしないと、これは
恐らく溢水するであろうと、あふれるだろうと

。そこでまた水害が発生しては、これはもう大変なことになりますから、そうするとどの
程度拡幅しないといけないかというのが、これ

また相当技術的にですね、検討しないとわかりませんけれども、相当程度やっぱり削らな
いといけないということになると、これまた多

額の工事費を要することとか、それから、ＮＴＴ回線にしましても、これを移設となる
と、このＮＴＴ側の回線が関係する箇所を全部チ

ェックしないといけないとか、その経費とか、要は何か多額に要るような話も聞いており
ます。そういうことからして課題が大き過ぎる

なと。それと、仮にバスの交通、バス回しをどうするかというのが、今の消防団との間の
ところをＵターンして行っておるわけですから

、これをどうするかというのも、これまた大きな課題になってまいります。それと、実は
あそこには県有地もあるんですね。市有地だけ

じゃないです。市道に見えますけど、県有地がある、そういう経費。それと、昨日も申し
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上げましたけれども、仮に民有地側にとらない

と、面積が出てきませんから、そうなった場合には空積みの石垣がある。それから、消防
団の横はさらに４メートル離さないとこれはだ

めだという話。そうすると、床面積も制限が出てきますので、当然これは容積率にも及ん
でくるということになってまいります、全体の

面積、有効面積からですね。そうなると、私たちが今提案している8,000平米には達しな
い、6,000平米程度しかならないというふうに、

私も技術的に計算するとそうなるんだと聞いていますが、そういう意味で面積が十分でな
い。多額の財源的費用を要する。それとさらに

、果たして用地交渉、移転交渉、それがどういうふうに進むのか、それも全く私どもとし
て今のところ動ける状況にない。それと、不確

定要素が余りにも多過ぎるということで、これは相当、財政的にまずはもう大きく膨らむ
可能性は十分にあるわけでございますから、そ

ういうのは答申、あるいは報告書の趣旨からすると適当ではないというふうに思っており
ます。

３番（生田忠照君）
　ありがとうございました。
　今聞いたお話で、私は山側のほうに建てて引っ越しを１回で済ませるという案につい
て、都市下水路、それからＮＴＴの電線、あるい

は大手川の改修、こういったお話についてお聞きをしたかったんですが、今この辺の話ま
でちょっと出たんじゃないかと。それから、こ

ちらですね。こちらの道路からもっと北側のほうの話までちょっと出たように思います。
あくまで僕個人は、周辺は、山側というのはこ

の道路で囲まれたこの部分というふうに思っておりますので、ちょっと言葉が足りません
でしたけれども、そういったところのお話でし

た。
　じゃ、市長を囲む懇談会にも図面が出ておりませんでしたので、ちょっと書いてみます
が、都市下水路というのはこういう形で行って

いますけれども、それからＮＴＴの電線がここをこう横断していると。こっち側の広場側
ですね。（発言する者あり）済みません、もう

１つ上ですね。済みません。ちょうど万町に入るところでしたね。こういうところに
ＮＴＴが入っておりまして、都市下水路がこういう

ふうにあると、これは間違いないでしょうか。

総務部長（本多直行君）
　これについては確認しております。その位置に間違いはございません。
 

３番（生田忠照君）
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　大体合っているということですので、例えば、市長、都市下水路でしたね。都市下水路
は真ん中に入っているという話じゃないという

ことですよね、それはないということです。この道路の端の左側、上から見ると左側です
ね、それから大手川に入っていると。で、ＮＴ

Ｔの電線に関しては、万町のアーケードを横切るような形、広場の下の部分、海側の部
分。（「上です」と呼ぶ者あり）済みません、こ

こですね。この島みたいなのは何て言いましょうか。島みたいなのがここにあるんですけ
ど、ここの島の下の部分ですね。この広場側じ

ゃなくてこっちの部分ですね。こういったところを通っているというのをちょっと確認さ
せていただきました。
　そしたら、じゃあ、この都市下水路にも金はかかるし、こっちは別ですね。もうこれは
用地交渉もあのお金がかかるので、無理でしょ

う。もったいないということで、こういったもの、移設ですね。これは、ＮＴＴに確認し
たら10センチの管、これが３つ入っているそう

です。1.4メートルの深さ、御存じだと思いますけれども、ＮＴＴは入っているそうです
ね。で、ここのこれに、じゃ、さわらない部分で

すよね、さわらない部分についてちょっとお話をしたいと思います。（パネルを示す）
　世の中も日々進歩しておりますので、まちづくり生田も進歩しましたので──ちょっと
済みません、後ろまでつくる余裕がありません

でしたけど、徹夜でした。これをちょっと見ていただきたいんですけれども、私も以前は
もう平面図ばかりでしたので、今回は立体、今

はやりの３Ｄですね。より皆さんにわかりやすいように徹夜でつくってまいりました。
　これはおわかりですよね。これは全く同じものです、大手広場のですね。同じものです
けれども、ここに庁舎をちょっとつくってみま

した。今、建物の大きさはちょっと違いますけれども、庁舎、こっちが海ですね、庁舎が
こう建っているということですね。御理解して

いただけると思うんですけれども、ここの庁舎を現在の形から、僕の話は、この前から市
長の答弁でよく出てきていました、げたを履か

せるという話ですね。先ほどお話ししましたＮＴＴの電線の下の話です。都市下水路と
ＮＴＴさんの電線をさわればお金がかかるので、

とにかく下水路をさわらないで何かできんやろうかということをちょっと考えたわけです
ね。これは市長の話にちょっとヒントを得まし

たので、芝生公園のほうにこれを建てたまま、今の旧館の部分、この部分を解体いたしま
す。先に解体をして、ここにこんなトンネルが

あいていますけれども、道をつぶさないためにちょっとあけてみたんですけれども、この
庁舎を建設いたします。で、建設いたしまして

、新庁舎をつくって、それから旧庁舎、ここで業務を継続するということです。で、ここ
に入っている方たちはどこに行くのかというと

、やっぱりどこかに移らないといけないということは発生してくると思います。で、これ
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を、じゃ、もうでき上がったので壊しますよと

いうことで解体をしたときにどうなるかということなんですね。当然、これをちょっと立
ててみますけれども、大体こういうふうに平面

にすればわかるんですが、皆さん見えましたですかね。こうすると、島田さんが心配され
ておる５カ所への２年間の業務分散のための市

民の不便というものはありませんし、噴水の前の道路、生かされております。ここに、中
にバス停を設ければ、雨にもぬれず、バスに乗

れます。車いすの方でも、やっぱり傘差して車いすの方を雨の中で乗りおりさせるの大変
なんですけれども、ここの中で乗りおりできる

と雨にぬれないバリアフリーな乗りおりが可能だと。で、引っ越しも１回で済むというこ
とで経費の削減にもなるんじゃないかな。上か

ら見てもらって、市長に特に見てもらいたかったので──耐震性はいいから多分落ちない
と思いますけれども、ちょっとこれを見ながら

お話ししてみたいと思います。
　これを見ますと、山側と海側に大きな駐車場ですね、これはおわかりになると思いま
す。細長い庁舎、大体敷地自体が細長いわけです

から、細長い庁舎になるので、上と下から入れて庁舎に入れるというものが必要じゃない
かなと。また、これにはもう１つありまして、

今回、これを機会に、一方通行の道路が実は大手にあるんですよね。松坂さんの前、それ
から中川印房の前、こっちは下に行けるだけ、

それからこっちは上に行くだけ。今回、今ちょうど市長からいいお話ありました。県有
地、実は400平米あるんですね、この中にですね。

それから、財務省の土地が約70坪あるんです。県の土地は大体このあたりとここに少しあ
ります。この道路を、要するにこれは大体あっ

ています。なので、上までこう持っていったときに、どっちにするかとなったら、中川印
房のほうにしたら金がかかります、用地が。こ

っち側のほうに拡幅をすると、市の土地ですから、開発公社が今駐車場をやっているとこ
ろを広げる。松坂さんのほうは、さっきの島が

ありましたね、あっちの島の方向を広げる。そうすることによって、松坂さんのところは
下からしか行けなかったのが上からも行けるよ

うになる。それから、中川印房のところは下にしか行けなかったのが上に行ける。こうい
うことをできると。この際、両側通行を可能に

したらどうでしょうかと。土地は島原市が所有していますので、内側への拡幅部分の土地
代もかかりません。それと、容積率や駐車場台

数確保のための民有地買収も要らないでしょう。それはどこを言っているかというと、宝
屋万十店があったところですね。もう要らない

でしょう。そういうふうなことを考えています。
　ここでお聞きをします。
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　もう皆さんはお気づきだと思いますが、この案には重大な欠点がございます。何でしょ
うか。どなたか、副市長どうぞ。
 

副市長（杉光正弘君）
　今、図面を見ただけでございますけれども、県道が移設をしているような図面ではない
かなというふうに思っております。
 

３番（生田忠照君）
　さすが島原市の副市長は優秀でございます。そうです、都市計画道路のつけかえが欠点
でございます。つけかえをしなければ、今のま

まあの斜めの道路があると、芝生公園に建てても開発公社の駐車場、それからさっきの
島、これはなくなりません。中途半端になってし

まうということです。で、その真ん中の県道、いわゆる都市計画道路と言われるやつなん
ですけれども、これは都市計画道路の見直しに

ついてはガイドラインが長崎市にございます。その中に見直し対象路線の選定理由等あり
まして、土地利用上の必要性という項目がある

ので、変更理由はつくんじゃないかなと思いますけれども、今回、斜めに走っている道路
がカーブしていますよね、ここがですね。こう

いうのがどうかなと、道幅がちゃんととれるのかなと、そういったものがありますけれど
も、交通量が、事故が起きないかとか、いろん

なことをやっぱり考えないといけないんですけれども、先ほど出た島原の中央道路が開通
すれば、ぐっと交通量は減ると思いますが、そ

こをどう考えるかだと思います。
　質問時間も余りなくなってまいりましたけれども、４年前、県とのパイプということ
で、こういう案に関しては、あくまで都市計画は

市が主役ですけれども、県との協議も必要です。特に都市計画道路、県道ですので、必要
だと思いますけれども、県とのパイプに一番強

いだろうということで横田市長を島原市民も応援したと思います。庁舎の位置は今後のプ
ロポーザル設計ですか、その中で自由に考えた

いと、ゆっくり考えさせてくれというようなお話も答弁もされましたので、きょう提案し
た件は都市計画道路のつけかえという、まさに

難しい、非常に難しい、横田市長でなければできない、横田市長であれば、ほかのだれよ
りも早く確実に行えるのではないかと期待が膨

らみます。（「そうだ、そうだ」と呼ぶ者あり）どうか大手広場の交通利便の向上、それ
と土地の有効利用による駐車場や広場の十分な

確保ですね。この消防小屋の下の駐車場もこれだと非常にうまく使えるんじゃないか、そ
ういう再開発もあわせて行って新庁舎建設とい

う大事業をなし遂げていただきたいと思いますが、市長、いかがでしょうか。
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市長（横田修一郎君）
　技術的な知恵を駆使しての案と思いますけれども、どこまで可能か。私はもう１つ、都
市下水路の問題が気になりますですね。いずれ

にしても、県道をつけかえるなら県からどういう注文がつくのか。基準がある以上、幾ら
パイプがあるといっても、これは技術的な問題

ですから、ごまかすわけいかんでしょうから、見えますのでですね。やっぱり放水路の扱
いが一番最大の問題と、斜めではあるけれども

、スムーズに流れるような道路を果たしてクランク状に県道として認められるかどうか、
ここが２つが大きな課題じゃないでしょうかと

思いますけれども、一つの提案としてプロポーザルの中でも検討させていただきたいとい
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。
　最後になりますけれども、ことしも東北に贈る義援米の田植えを行います。市長の自宅
の前でございますので、声をかけていただけれ

ばボランティアの方々も大変喜ばれると思いますので、よろしくお願いいたしまして、ま
ちづくり命、生田忠照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。（拍手）
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