
20130308.txt
３番（生田忠照君）（登壇）
　皆さんおはようございます。結果にこだわる実践クラブ生田忠照でございます。
　きょうは、一歩踏み込んで、しっかり質問をいたしますので、何とぞよろしくお願い申
し上げます。
　それでは、早速通告に従い６つの質問をさせていただきます。持ち時間は30分ですの
で、スタートから飛ばします。お聞き漏らしのな

いよう、ついてきていただきたいと思います。
　最初の質問は、市庁舎建設についてであります。
　前回の議会で市長から、建設場所については、今の場所での単なる建てかえではなく、
大手広場全体の中で考えてみたいということを

ゼロベースで考えるという言葉で表現されました。私は、そのとき期待感ですこぶる興奮
いたしました。それはなぜか。ここで、私の提

案の目的を明確にするために、パネルをつくってまいりましたので、見ていただきます。
（パネルを示す）
　この絵の持つ意味は、市庁舎を山側にずらして建設することで、工事中も引っ越しをせ
ず、この場所で営業を続けられるということで

す。ここにありますこの大きな駐車場、ここには今の庁舎が立っているというふうに思っ
てください。
　２点目は、できてから解体すると、この絵のように念願の４列に並ぶ大駐車場ができる
と。しかも、夜は屋台村や初市などに活用でき

ます。
　この庁舎部分を拡大したのが、こちらのパネルです。（パネルを示す）この絵は、現在
の芝生公園と噴水部分にげたを履かせたような

形にして、道路を通し、雨の日の乗りおりを楽にしようという考え方です。そのための手
段として、道路のつけかえをやってほしいとい

うお願いをしておりました。
　最近、ボーリング調査や交通量調査、測量など、いろいろ行われている状況ですけれど
も、庁舎建設と関係があるのか気になっており

ます。また、きのうの永尾議員に対する市長答弁の中で、県道のつけかえについての新情
報がたくさん出てまいりました。あわせて、進

捗状況を確認したいと思います。
　以下の質問に先立ちまして、前回、聞くことができませんでした古川市長の自己分析と
いいますか、戦国時代の武将を例に挙げるとす

れば、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康、この３人のうち、自分はどのタイプだと思われる
かをお聞きしてから、和やかに答弁をいただけ

ればと思います。
　なお、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）
　おはようございます。生田忠照議員の質問にお答えをさせていただきます。
　織田信長か、豊臣秀吉か、それとも徳川家康か、３つから選べということです。多分、
ホトトギスの鳴き方のことをお尋ねかと思いま
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す。
　私は、「鳴かぬなら」（発言する者あり）いやいや、殺すのではなくて、済みません、
議員さん。「鳴かぬなら殺してしまえ」が信長

でしたね。豊臣秀吉、「鳴かぬなら鳴くまで待とうホトトギス」。私が好きなのは豊臣秀
吉です。（発言する者あり）豊臣秀吉が好きで

すが、時には徳川家康になって待つこともあると思います。好きなのは豊臣秀吉でありま
す。よろしくお願いいたします。
　市庁舎建設について御質問でございますが、現在、将来の人口規模に見合う市役所とし
ての機能や、それに伴う必要面積を再検証する

とともに、有明庁舎につきましても現在の役所機能を低下させないような部署と人員の配
置に配慮しながら、新庁舎の規模を可能な限り

コンパクト化、コストダウンに向けた全体的な見直しを考えているところであります。
　具体的な内容につきましては、鋭意検討を進めておりますので、事業計画案が固まり次
第、できるだけ早く皆様にお示しをし、基本構

想を策定した後、プロポーザル方式による設計業者の選定、基本設計などに取り組んでま
いりたいと考えております。
　以上であります。

３番（生田忠照君）
　豊臣秀吉は「鳴かぬなら鳴かせてみせようホトトギス」ということで間違いございませ
んか。（「はい」と呼ぶ者あり）はい。
　今の進捗状況のことなんですけれども、ボーリング調査等をいろいろやられていると思
うんですけれども、その辺の御説明はあります

か。

総務部長（本多直行君）
　ボーリング調査についてのお尋ねでございますけれども、これにつきましては、現在の
庁舎敷地及び大手広場を含めまして、地質の状

況を全体的に把握する必要があるという判断のもとにボーリング調査を実施したものでご
ざいます。
　なお、この実施期間でありますけれども、これは昨年９月から11月にかけまして、現庁
舎敷地を中心といたしまして、10カ所の地質調

査を実施したところでございます。
　この調査の結果ですけれども、これについて申し上げますと、地盤面下16メートルから
28メートルに分布しているということ。それか

ら、地震時の液状化の発生があるというふうな結果が出ているところでございます。そう
いうところから、庁舎建設に際しましては防災

機能を備えるよう、十分配慮してまいりたいというふうに考えております。

３番（生田忠照君）
　そのほかの交通量、あるいは県道つけかえについての進捗はいかがでしょうか。
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まちづくり基盤整備部長（高見彰久君）
　まず、交通量調査でございますけど、昨年の８月17日に午前６時から午後６時までの12
時間の交通量調査を行っております。
　その調査の結果ですけど、10カ所の交差点の調査を行っておりまして、主なところでは
市庁舎の西側の玄関前の交差点が1,283台、それ

から市庁舎の南側ですね、あの鳥居さん跡の前付近の交差点になりますけど、1,079台、
それから市庁舎の東側玄関、大手川のところの交

差点が609台、それから、市役所北側の県道愛野島原線が5,522台、それから、平成新山の
火の前の交差点ですね、これが807台の交通量と

いうことになっております。
　それから、道路の県道のつけかえでございますけど、昨日、市長のほうからもございま
したけど、道路管理者であります長崎県に対し

て、今回の県道つけかえを協議いたしましたところ、現在の道路機能、安全性などにおい
て、同等以上にするのが基本であり、現在より

安全性が低下する道路つけかえは認められないとの見解をいただいております。そういう
状況でございます。
 

３番（生田忠照君）
　きのう話が出ましたけれども、もう少し詳しく、道路構造令という法律の話もあるかと
思いますので御説明をお願いいたします。
 

まちづくり管理グループ長（渡辺浩明君）
　今回の大手折橋線、県道大手折橋線になりますけれども、この道路につきましては、道
路構造令からいきますと４種の２級という規格

になっております。そして、設計速度が40キロメートルということで、この大手広場付近
における道路の線形としましては、カーブの半

径が100メートルということで設計されているところでございます。
　以上です。
 

３番（生田忠照君）
　困りましたね。以前は、都市下水路の問題、それからＮＴＴの電話線の問題、今度は、
初めて聞く道路構造令という法律による技術的

にできない。役所の方にお願いをしたいんですが、あらゆる方面から検討しているという
ことを過去言われておりますけれども、問題点

は一度に出していただきたい。そういうふうに思います。
　今のお話を聞けば、普通なら安全性が下がるということであれば、仕方がないと、今の
場所にやっぱり建てかえるしかないねと、こう

なるんだろうと思います。しかし、秀吉のような性格を持つ古川市長でございますので、
「鳴かぬなら鳴かせてみせようホトトギス」と

いうことで、今出てきている問題に対して、この障害をどう乗り越えられるんでしょう
か。ぜひお聞きしてみたいと思います。
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市長（古川隆三郎君）
　就任して最初の12月議会、１月にありましたが、そのときにも道路をこのように変えた
らどうかという議員の御提案もありました。
　その後、すぐにそういうことをできるかどうかを県のほうに職員に行っていただいて、
種々いろんなことを聞く中で、今のような道路

の安全性ということが出てまいりました。仮に、その安全性を担保して、維持して同じよ
うにつくるとすれば、大幅な用地買収が必要で

すという見通しも示されました。しかしながら、私としても何とか大手広場が欲しいとい
うことでは、まだ完璧に諦めたというわけじゃ

ございませんで、今、大変そういう制限的に難しい状況が随分並んでおるというのが事実
であります。もし、このことをほかの方法で解

決できるようなことがあれば、私はまだそれは考えてみる余地はあると思っています。
 

３番（生田忠照君）
　ありがとうございました。
　済みません、私は市長にお礼を言うのを忘れておりました。県庁にすぐ２人も職員をや
っていただいてお願いをしてもらったこと。渡

辺グループ長も非常に頑張っていただいたということで、本気さを感じます。大変ありが
とうございました。
　道路に詳しい部下を偵察にやって、壁は非常に高くて乗り越えられそうにありませんと
いう報告を聞いて、わかった、じゃ、やめよう

ということであれば、古川市長らしくないなと思うんです。
　ちょっと目線を変えますけれども、来年度の一般会計予算書79ページに庁舎建設費の建
物借上料として2,208万円、これが計上してあり

ます。この内容をもう一度、総務部長教えてください。

総務部長（本多直行君）
　庁舎建設費に係る仮事務所の借上料ということで、2,208万円を計上させていただいて
おります。
　その内訳としましたら、まず敷金として1,200万円、これは６カ月分ということで算定
をされております。それと月額84万円のいわゆる

賃借料、これは土地、建物を含めまして84万円ということで年額の1,008万円ということ
になっております。
 

３番（生田忠照君）
　どういうことなんですかね。全く僕には理解ができないんですけれども、やってること
の意味がわからないです。
　今も市長のほうから、まだ山側は完璧に諦めたわけではないと、安全が担保できればと
か、条件が整えば諦めたわけじゃないんですよ

という言葉を聞いたんですが、仮庁舎が要らないように山側にずらして建てようという議
論をしてるのに、一方では、もう仮庁舎を借り

る手はずを整えてるような予算が上がっていると、現在地の建てかえが決定なら、もう決
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まったのなら、数年先の引っ越し先を押さえた

い理由はわかります。僕もね。早く押さえとかんばと。でも、ゼロベースと言われたの
は、ついこの間ですし、今も完璧に諦めてないと

おっしゃる。
　私も、市長や商店街の方が駐車場がないという話がありました。敵に回したくはないん
ですよね。僕だって。ただ、この問題に対して

大問題、林田議員は100年に一度の大事業だというふうに言われていることもあります。
この大問題に何の話もなしで、いきなり予算要求

では、協力したくてもなかなかできないんです。私の支援者のほうからも、古川市長に協
力をして、しっかり島原をよくしてくれという

ふうに日々言われております。ですから、そこのところを御理解していただきたいという
のがあります。
　山側に庁舎をずらして建てるということのメリットは、工事期間中の営業を今の現在の
場所で続けられるということです。つまり、仮

庁舎が要らないから、仮庁舎の借り賃だとか改修代、それから引っ越し代、きのう２億円
ぐらいかかるだろうという話でしたけれども、

これがかからないということなんです。庁舎建設を１回の引っ越しで終わらせると、そう
いうふうすることが、市長が言われる市民の税

金を一円も無駄にしないと、そういうことの実行じゃないんでしょうか。
　言うこととすることが全然違うと思われたら、市長も本意ではないと思うんですよね。
市長の答弁をお聞きしたいと思います。
 

市長（古川隆三郎君）
　おっしゃるように、大手広場がどのように活用できるか、前回の議会から道路がどうつ
けかえられるかが最大の問題であると私も認識

しましたので、この３月議会の直前まで何度となくこの道路、庁舎問題について県と会議
を重ねてまいりました。その中で、非常に難し

いという方向性は認識をせざるを得ません。確かに諦めておりませんし、また、いろんな
その道路が本当につけかえられるというような

御提案があれば、逆にいただきたいぐらいであります。
　それと、私が就任した時点にさかのぼりますが、就任した時点で一番街のエレナ跡地を
交渉していると、旧エレナ一番街店を借り上げ

ることにしているという私は説明を受けて、このことは引き継ぎました。そして、それに
よって私は12月に就任しているんですが、11月

から解体を待ってもらっているという事実もそこで認識をしました。そのことが、今日新
たな契約をしてほしいというような流れに──

もう随分の時間とともになっています。このことと、私が本当に道路を何とかつけかえら
れんかということを何度も言っています。仮に

、もし道路がどうしてもつけかえられないとなったときに、さあ、市庁舎を建てかえる、
そのときには仮事務所がそれなりに必要なこと
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も、ある程度想定はせざるを得ないかなというのが今、判断の中にあるんです。ですか
ら、本当にもし道路がつけかえられないとしたら

、この市役所、この位置あたりで建てるとしたら、部分的に半分引っ越して先につくって
というようなことも含めてできないかというの

は討議もしています。本当にこの議会の直前まで、しょっちゅうやってきています。です
から、その道路については本当につけかえが100

％だめという判断をした時点では、完璧に仮事務所が要るということでしょう。しかしな
がら、現在まで何か５カ所の仮事務所を予定し

て使うようにしていたと、ところがその５カ所が使えなくなってきたので、一番街のエレ
ナ跡地を交渉してお願いをしてきたという、こ

れまでの継続の観点からも、私も非常に苦慮しながら、それはそれとして、今後の見通し
の中で仮事務所は今のうちに押さえておくこと

も同時進行で必要かなということに判断した時点であります。

３番（生田忠照君）
　エレナのことになりますと、僕も30分じゃ足りませんので、簡単に申しますが、多分打
診をされていたのは事実だと思います。しかし

、借りるというような話はなかったはずです。予算も通ってない、何も議会にも話もして
いない中で、するわけがありません。だから、

それは借りようと思っていただけの話であって、げなげな話だと私は思います。（発言す
る者あり）
　それが予算に入っているのであれなんですけれども、ちょっと先に進ませてください。
　僕もこの道路のことについてちょっと戻りますけれども、法律に無茶を言うつもりはな
いんですね。グループ長が言われるのもよくわ

かるんです。専門職であれば、一定のルールの中で現場の実情を最大限考慮して、うまく
解釈をつけて実現するように努力する人である

はずなんです。その彼の能力に期待もしています。
　こちらをごらんいただきたい。（パネルを示す）
　これが今の現状ですよね。これが、見ておわかりのように今の現状のパネルです。お手
元の資料があると思いますけど、ありませんか

ね。
　この道路は、おっしゃるように４種２級の道路であって、制限速度40キロメートルとい
うことですよね。回転半径は、一応法律では40

キロメートルの制限速度、半径は60メートルです。ここポイントでしょうね。やむを得な
い理由のときには最低50メートルまで行ける。

最低ですよ。それ以上だと結構ですという話です。ここですね、ここはポイントです。つ
まり、やむを得ない場合だったら、現在の半分

まで曲げてもよかったという話なんです。もともとが。しかし、ここにもともとこの道路
ができたときに、もう庁舎はあったわけですよ
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。普通の道路なら真っすぐ行くわけです。真っすぐつくるはずなのに、ここに庁舎があっ
たんで、このポイントとこのポイントを結んで

Ｓ字をつくったところが斜めになったということなんです。僕は、それが本当のことだろ
うと思います。
　なぜなら、Ｒ＝100メートル、半径100メートルというのをちょっと僕はこれに載せてみ
たんです。これは、道路の中心線から半径をと

り、そして緩衝地帯というのも入れて専門家につくってもらいました。よく見てくださ
い。これを見ますと、少しずれているんですよね

。Ｒ＝100メートルでつくると、今のよりももう少し北側に来るんです。ですから、
Ｒ＝100メートルよりもさらにいい安全な道路になっ

ていると。これから考えられるのは、点と点を結んで斜めにしたということじゃないんで
しょうか。そしたら、Ｒ＝100メートル以上にな

っていると、だから設計はＲ＝100メートルなんだという話じゃなかろうかという話をし
たいと思います。
　じゃ、普通だったら制限時速40キロメートルだったら最低半径は60メートルでいいとい
うことです。Ｒ＝100メートルが半分になるわけ

でしょう。キュッと回るわけです。いいですか。最低が60メートルです。最低が60メート
ルの道路をちょっと載せてみます。済みません

、時間かかります。（「よかよ」と呼ぶ者あり）
　これはこう曲がっております。僕はきのう夜中にはかってみました。この幅が13メート
ルあります。100メートルのときは、これですけ

れども、６メートルぐらい少しずれます。北にずれるんです。だから、Ｒ＝100メートル
ということにこだわるのであれば、６メートルず

れる。Ｒ＝60メートルまでだったら13メートルずれる。Ｒ＝50メートルとなれば、まだず
れるということです。だから、Ｒ＝100メートル

ということはあるんですが、ここで言われるのは、Ｒ＝100メートルのほうが安全じゃな
いかと、何でそれを60メートルに安全が落ちるよ

うにせにゃいかんのかという話なんですが、前にこの道路をつくったために、この現況で
見ましたように、いろんな無駄な、赤字になっ

ている駐車場とか公園とか三角とか無駄な土地がいっぱいできちゃったんですよと。だか
ら、やむを得ないんです。土地の有効利用をす

るためにはやむを得ないので、何とか今まで100メートルで安全に通ってきたけれども、
少し不便になるかもしれんけれども、安全に気を

つけてやりますからということでお願いができんかという話なんです。だから、法律でこ
れを30メートルにせろ、何にせろという話じゃ

なくて、最低限Ｒが60メートルから40キロメートルの制限だったらできたんで、この程度
まで曲げさせてくれんかというような話をした

いということです。
　もう少しだけちょっと提案を言わせてほしいと思います。答弁は結構ですから。
　道路が曲がる不利益よりも、僕が思うのは、この地帯の再開発をやる長所が上回ると言
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ってるわけです。道路が動かせないならば、も

う道路は無理ですよということであれば、道路を全く動かさずに芝生公園内にげたを履か
せて、高く建築したらどうでしょうか。道路が

つけかえできなかったら、仮庁舎をつくって壊すという話じゃなくて、僕が言っているの
は、山側にずらして、一番最初に見せたような

大きな駐車場をつくるということです。道路が動かせんでも、芝生公園にげた履かせたら
できるんじゃないでしょうかと。それは小さく

はなりますよ。小さくなりますから、もうちょっと高くしたらどうでしょうかと。そうい
うお話をしたいと。それから、消防小屋の、こ

こにありますけれども、ここに建てたとしますよね、そうすると、ここの駐車場が生きて
くる。これから近くなりますから、こういうと

ころに建てると、こっちが非常に役に立ってくるし、ここに大きな駐車場ができると、僕
はこれを言っています。
　それから、噴水前の道路、きょうは話に出ませんでしたけれども、見通しが悪くて警察
がだめという話がありましたよね。きょうは出

ていません。建設の特別委員会で、昔ここも市の敷地に入れらるっとじゃなかかというよ
うなことを当時の副市長が言われています。と

いうことは、これは市道を廃止して、市の敷地にしてしまえば、そこでどうしようが警察
は何も言わんとやなかでしょうか。そういうこ

ともあります。
　道路のつけかえ費用にしても、金の何億円もかかってしようがないと。これは自腹でせ
にゃいかんと。そしたら、上田議員に聞いたら

、今、ひょうたん池公園の、その道路のつけかえ、道路の新設工事、入札ベースですけ
ど、メートル30万円です。僕は、きのうこれをは

かったとですよ。信号からここからここまで。100メートル。100メートル掛け30万円で
3,000万円。かかっても四、五千万円じゃなかでし

ょうか。そういった費用のこともお話ししたかったんです。
　だから、一般の市民の方に道路構造令と言ってもわかるわけがないんですね。だから、
わかる人間が頑張らにゃいかんと、そういうふ

うに思います。後で、こういうふうににできたのに気づかなかったじゃ済まないと思いま
す。１円どころか、１億円以上、今後50年、100

年の価値を考えると、はかり知れないから、恥を忍んで粘っておるんです。そこを御理解
いただきたい。土下座でも何でもして、県にお

願いをして、曲げさせてくれというふうに思います。議員になったかいがありませんの
で、いつでもどこでも行きますから、どうか一緒

に考えさせていただきたいと思います。
　次の質問に移ります。（「中央道路じゃなかとですか」と呼ぶ者あり）ひょうたん池公
園。（「中央道路に接続する島原市道」と呼ぶ

者あり）ということです。
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　ちょっと時間が足りなくなっておりますので、行きたいと思います。
　温泉の種類の話なんですけれども、きょうはその中の炭酸泉の活用についてでありま
す。
　今、話題の炭酸泉の効能、効果、これについてどのような認識をされているかお聞きし
たいと思います。よろしくお願いします。
 

産業振興部長（辻　信之君）
　炭酸泉の効果、効能についてでありますが、まず、入浴の効能としましては、炭酸泉に
含まれる炭酸ガスが皮膚から浸透することで、

血管拡張を促し、血液の循環がよくなることで血行障害や血圧の改善につながるほか、疲
労回復、神経痛、リウマチ等の治療、リラック

ス効果、睡眠改善、免疫力アップ、美肌効果などがあると言われております。
　また、飲用による効果につきましては、炭酸ガスが胃腸の働きを活発にし、慢性消化器
疾患、糖尿病、痛風、肝臓病などの改善に効果

があると言われております。
 

産業振興部長（辻　信之君）
　炭酸泉の効果、効能についてでありますが、まず、入浴の効能としましては、炭酸泉に
含まれる炭酸ガスが皮膚から浸透することで、

血管拡張を促し、血液の循環がよくなることで血行障害や血圧の改善につながるほか、疲
労回復、神経痛、リウマチ等の治療、リラック

ス効果、睡眠改善、免疫力アップ、美肌効果などがあると言われております。
　また、飲用による効果につきましては、炭酸ガスが胃腸の働きを活発にし、慢性消化器
疾患、糖尿病、痛風、肝臓病などの改善に効果

があると言われております。

３番（生田忠照君）
　ありがとうございました。温泉はリウマチや肩こり、腰痛などに効くと言われますけれ
ども、この炭酸泉は医学的にも確実に効果が認

められている温泉でございます。
　これも、ちょっとわかりやすいようにパネルをつくってまいりましたので、見てくださ
い。（パネルを示す）
　これは、糖尿病で足を切断寸前の患者さんが、炭酸泉の足湯で切らなくて済んだという
写真です。患者さんはとてもうれしかったと思

います。炭酸泉の治療効果は、1,000ｐｐｍ以上と言われておりますけれども、濃度が高
いほど効果があります。シーサイド島原の炭酸泉

は、実は1,900ｐｐｍほどあるんですけれども、冷たいんですね。普通、温めると炭酸が
抜けてしまうんですけれども、特殊な機械で実験

をしてみました。40度という温度まで上げて1,500ｐｐｍ、1,000ｐｐｍで効果ありですか
ら、40度に温めても1,500ｐｐｍ、こういう機械

ができております。この機械、１件であれだけやるのにちょっと300万円ほどかかるんで
すけれども、年間の維持管理管理費用は10万円ぐ
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らい。そうやって温度を上げてやると、1,500ｐｐｍの炭酸泉は非常に抜群の効果だそう
です。というようなことでした。
　よそがまねできない高品質な炭酸泉というオンリーワンですよね。これが、この島原に
はあります。しかも、この容量が水無川に向か

って非常にたくさんあると、逆に言ったら無尽蔵にあるというぐらい量があるそうです。
安中地区は、これから宝が埋まっている地区と

、そういうことになるわけです。
　しかも、世界で一番糖尿病患者が多いのは、どこだと思いますか。中国なんです。やっ
ぱり人口が多いですから、病気も多いんです。

ということだと、中国、それからアジアですね、こういったところから１泊２日じゃない
んですよ。これを見ていただきたいんですけど

、これはかかとです、指です、これもかかとですね。これは２カ月、４カ月、３週間と書
いてあります。１泊２日じゃ治らんわけですね

。長期に滞在する。そういう湯治客を狙うことができると思います。これを生かさない手
はないと思うんですけれども、市長、いかがで

しょうか。
 

市長（古川隆三郎君）
　炭酸泉の効能は、私も本も読ませていただきましたし、私自身も炭酸泉に何カ所かで入
ったことはあります。今後、炭酸泉が観光起爆

剤として、いろんな形から利活用の研究をする余地はあると思いますので、いろんな形で
研究を進めてみたいと思います。

３番（生田忠照君）
　ありがとうございました。これは、そういう話ですので、どうか炭酸泉でうまくいって
いる自治体、こういったところが九州にはあり

ますので、ぜひ視察ぐらいから初めてみられたらどうかなと思います。
　次のスプリンクラーの設置に関しては、永尾議員のまねをして、あしたの林田議員にお
任せしたいなと思います。済みません、資料を

考えた方、あした活躍してください。
　次の質問に行きます。
　次は、新町２丁目の検討案についてお尋ねをしたいと思います。
　富重旅館の跡地の件ですけれども、議会では全員協議会、また島原新聞でも報道されま
した。現在の計画の内容と、その費用について

、土地と建物に分けて再度教えていただけますでしょうか。お願いします。

まちづくり基盤整備部長（高見彰久君）
　新町２丁目の市有地の件に御答弁をさせてもらう前に、先ほどの県道の市庁舎に関係す
る県道のつけかえに関して、グループ長のほう

から見解を一言述べさせていただきたいと思います。
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まちづくり管理グループ長（渡辺浩明君）
　先ほど生田議員がおっしゃられました半径100メートルにおいての道路線形の見直しで
ございますけれども、先ほども説明しましたよう

に、現在の道路は半径100メートルのカーブが入っていると、その間には緩和区間という
ことで47メートルの直線部分が入っております。

その現道条件を確保した場合には、現在の道路法線については、法線は変わらないものと
いうことになってくると考えられます。
　あと、こちらについて半径を小さくできないかということでございますけれども、道路
管理者、所有者である県のほうに確認しました

ところ、この道路条件を安全性を低下させるつけかえというのは認められないというふう
な見解を示されておりますので、その安全性を

低下させる中での道路つけかえはできないものと判断しております。
　ちなみにでございますが、先ほど言われました最少半径60メートルでございますが、こ
の値は必要最小限の値であり、十分な安全率を

見込んだ余裕のある設計値とは──済みません、この引用は道路構造令からであります
が、この必要最小限の値であり、十分な安全率を

見込んだ余裕のある設計値と言うことはできない。曲線半径が小さいほど死傷事故率は高
くなる傾向がある。道路構造令に規定されてい

るからといって、小さな曲線半径を安易に用いて設計することは避けるべきである。した
がって、少なくとも最小曲線半径の規定値の適

用はなるべく避け、最小曲線半径の望ましい値程度を適切に用いて設計するものが好まし
いというふうな記述があるところでございます

。設計に当たっては、このような点も考慮されて県では設計をなされているのではなかろ
うかと考えております。（発言する者あり）
　まず、県道のつけかえについては以上でございます。
 

建設整備グループ長（大津義兼君）
　先ほどの生田議員さんが提案されました市道をまたいで、いわゆるげたがけというよう
な庁舎の建設の案が出ておりましたけれども、

それにつきまして、十分法令を、建築基準法とか道路法とか調べた結果、現在の市道にげ
たがけで事務所をつくるということは、建築基

準法でもそれは入ってないと、要するに建築は不可能……

議長（濱崎清志君）
　市道を廃止して……（「廃止する」「げたがけが無理なら廃止する」と呼ぶ者あり）無
理ならば廃止……
 

建設整備グループ長（大津義兼君）続
　廃止しますと、また別の問題がありますけど、今の現在の市道では、そういうことで道
路占用法もちょっと無理だということでござい
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ます。
 

議長（濱崎清志君）
　いや、だから、生田議員の質問の中では、廃止した場合は、げたは履かせることができ
るかどうかという話なんです。それはどうなん

ですか。敷地内の場合。
 

建設整備グループ長（大津義兼君）続
　市道を廃止しますと、道路ではございませんので、それはできるかなというふうに思っ
ております。（発言する者あり）
　ただ、警察の関係等もございますので、その辺がどうなるのか、今のところまだ（「敷
地内だから」と呼ぶ者あり）だから、敷地──

そういうことで協議をしていく必要があるということで思っております。非常に難しい課
題かなと思います。
 

３番（生田忠照君）
　僕も、この市庁舎の議論をやりたいんですよね。ただ、もう時間が制限されているもの
ですから、なかなかお話ができないんですけれ

ども、グループ長が言われるのはわかるんですが、僕も十分わかります。だから、その壁
をやっぱり人が決めたものは、人が変えていけ

ると思うんですよ。いろんな法律も変わっているじゃないですか、今。それを、こうだか
らだめだというんじゃなくて、ここは県のまち

じゃなくて、市のまちでしょう。僕らのまちですよ。だから、そこを、このことがいいこ
とであるというふうに思われるのであれば、思

われなければ結構です。でも、僕が言っていることがいいんじゃないかと思われる努力
は、やっぱりまだまだ諦めるには早いということ

だけ思います。
　ルールを曲げるということは、なかなか難しいことだと思いますけれども、解釈という
いい言葉があります。そういうことをやってい

ただきたいと、この道路の構造令のインターネットにも、時速制限速度40キロメートルの
４種２級は、半径は60メートルからと。60メー

トルはだめては書いてないんですよ。60メートルからと。だから、そこのところを言って
いるわけであります。
　これで、ちょっとさっきの質問が時間がなくなってしまいましたけれども、続けてよろ
しいでしょうか。
 

まちづくり基盤整備部長（高見彰久君）
　申しわけありませんでした。
　新町２丁目市有地の富重旅館跡地のこれまで計画していた計画の土地、建物の費用とい
うことでございますけど、土地の購入で約１億

3,000万円、建物及び附帯施設の建設費で約１億4,000万円を予定していたところでござい
ます。
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３番（生田忠照君）
　どうもありがとうございました。2.7億円ですよね、土地が1.3億円、建物が1.4億円、
かなりな投資金額だと思います。過去の検討委員

会の議事録も全て読ませていただきました。その中では、コイではなくて、コイが泳ぐき
れいな水に観光客は感動するんだとか、その意

味では銀水のような　仕掛けはどうかとか、池や物産館は維持管理費がかかり採算が合わ
ないという意見が出ていたようですので、今度

、直近の第７回目の検討委員会、これはまだ議事録はできていませんでしたので、内容を
どうなのか教えていただきたいということと、

議会のほうにはいつごろ再検討案を提出してもらえるのか、そのスケジュールを教えてい
ただきたいと思います。

まちづくり管理グループ長（渡辺浩明君）
　第７回の利活用検討委員会における主な意見でございますが、現在の鯉の泳ぐまちで
は、コイを見ることができる範囲が少ない。コイ

が泳ぐさまを見たり、子供が餌をやるというような環境をつくる必要がある。観光客の島
原での滞在時間をふやしたい。土地の部分につ

きましては、拡張された部分は非常に有効な土地であるが、経済性も含めて検討する必要
がある。経済性のことを考えれば、建物を２棟

考えてあるところを１棟に減らし、有効に考えられないか。トイレは必要であり、物産も
必要とすれば、建物１棟は必要であろう。物産

にしても軽食にしても、面積が狭く、採算性が課題であるなどの意見があったところでご
ざいます。
　この内容につきましては、今後も引き続き検討委員会において拡張部分の土地の必要性
も含めて検討を行い、市議会の皆様とも御相談

をさせていただき、できましたら年内には取りまとめていきたいと考えているところでご
ざいます。
 

３番（生田忠照君）
　また、議事録ができたら読ませていただきたいと思います。
　ここの利活用のポイントというものは、きれいな水を見せる、あるいは触れる、それと
駐車場の確保の２点であろうかと思います。コ

イはその水をよりよく見せるために後から入れられた、そういったものではなかったかと
思います。車が通って危ないという点も忘れて

はいけません。日中の通行どめとか、十八銀行の下の通りの双方向通行とか、こういった
ものをあわせて、ぜひ再検討していただきたい

と思います。
　それから、毎年これから７億円、きのうの答弁でも交付税が減らされる、そういう時期
が何年か後にやってまいります。維持管理にお
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金がかかる事業は、慎重にやっぱり進めるべきだと思います。
　私は、個人的には民間にも貸して、その民間に池とか駐車場をつくってもらって、そこ
に補助を出す。市としては、土地代と、それか

ら固定資産税をもらって、この出したお金を取り戻していくと、土地代のことですけど
ね。その土地代を取り戻していくと、そういうこ

とが得策ではないかと思っております。
　ここの辺で終わりまして、次に、目先を変えまして、植物工場とＣＡＳ冷凍技術につい
てであります。
　まず、植物工場に対する認識をお聞きしてみたいと思います。よろしくお願いします。
 

産業振興部長（辻　信之君）
　植物工場に対する認識でございますが、農林水産省のホームページによりますと、植物
工場は、建物内の温度、光、炭酸ガス、養液な

どの環境条件を自動制御装置で最適な環境に保ち、作物の播種、移植、収穫、出荷調整ま
で計画的に一貫して行う生産システムというこ

とでございます。
 

３番（生田忠照君）
　どうもありがとうございました。
　私は、全国に農業の視察に行くと、島原のほうが進んでいるなと、頑張っているなと実
感をいたします。しかし、今後、地球温暖化に

よる環境の変化で日照りとか長雨、予想もしなかった害虫の発生や病気など、島原の農業
がどんな打撃を受けるかもしれません。それに

備える手の一つが、無農薬で栄養価の管理もできて、しかも収穫量が飛躍的に多い植物工
場ではないかと思い質問をさせていただきまし

た。
　以前と比べ、格段に進化した工場に行きましたら、トマトが１反から通常14トンぐらい
ですか、それが50トン、それをもう実現されて

おりました。結球のレタスももうできるようになっています。
　会社経営の中では、よく言うのが「よいときに次の一手を打て」ということを言いま
す。上には上がいます。いろんな研究をされてい

る全国の農業者の方に負けないように頑張っていただきたいと思います。
　ぜひ、農協をリーダーに、企業や大学、農業高校なんかと連携をして、最先端を走り続
ける研究を何とか立ち上げてもらうわけにはい

かないかと思いますが、いかがでしょうか。

産業振興部長（辻　信之君）
　植物工場の研究、検討についてでございますが、議員も御承知のとおり、農作物の栽培
に適した気候、肥沃な農地などから、露地野菜

等の栽培が盛んであり、生産物についても、本市の農作物については、市場において高い
評価を得ているところでございます。
　議員御提案の植物工場の整備については、例えば、多大な初期投資を行う施設整備への
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支援、また、安定的な販路の確保等、さまざま

な条件が必要でありますが、先ほどのメリットも踏まえつつ、天候に左右されない生産施
設として利点がありますので、非常に興味深い

ものと考えております。
 

３番（生田忠照君）
　次に、最新の冷凍技術、今回はＣＡＳ冷凍という技術に対しての認識をお尋ねしたいと
思います。
 

産業振興部長（辻　信之君）
　ＣＡＳ冷凍に関する認識でございますが、ＣＡＳとはセル、細胞がアライブ、生きてい
るシステムの略語でございます。これは、冷凍

直前まで水を液体の状態にした後に、何らかの衝撃を与えて一気に冷凍させることで、従
来、水が部分的に固まっていく過程で破壊され

てしまう細胞が壊れることなく、新鮮な状態のまま冷凍することができるという技術であ
るものと認識しております。

３番（生田忠照君）
　野菜や魚は鮮度が決め手ですよね。その鮮度を保つ冷凍技術ということで、ＣＡＳ冷
凍、これはすばらしいものですので、研究をして

いってもらいたいと思います。
　これについては、また機会があれば次回お話をしたいと思います。
　時間がありませんので、残念ですけれども、きょう最後の質問に移らせていただきま
す。
　意外かもしれませんが、最後はお人形さんの話でございます。
　島原で見つかった日米親善人形について、この人形の意味するところを教えていただき
たいと思います。
 

市長（古川隆三郎君）
　日米親善人形についてでありますが、昭和の初期にアメリカからたくさんの友好親善人
形が、青い目の人形が日本へやってまいりまし

た。その答礼として、今度は日本側はアメリカへ市松人形を贈りました。いわゆる、人形
が友好親善大使のような役割を果たしていまし

たが、第二次世界大戦中に青い目の人形は敵国の人形であるということで、焼かれたり、
銃剣みたいなので刺したりとか、いろんな悲し

い運命をたどりました。おおよそ、ほとんどの青い目の人形がそういう悲しい運命でなく
なったんですが、全国に約300の人形が何らかの

形で残っていました。そのうちの貴重な１体が島原の第一小学校、それも、ひな人形さん
の中にそっと保存してあったのが島原第一小学

校にある人形であります。そういったことで、これまでの悲しい歴史もありましたが、友
好親善のシンボルとして貴重なものであります
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。
　そして、長崎県から贈られた市松人形は、アメリカのニューヨーク州のロチェスターと
いうまちの博物館に保存してありまして、実は

私もロチェスター市の博物館まで長崎県からの答礼人形に会いに行ってきた一人でありま
す。
 

３番（生田忠照君）
　僕もこの人形に関しては10年前からかかわっておりますので、古川さんが──その当
時、古川さんでしたけれども、アメリカ・ニュー

ヨークまで行かれた。そのお話をきょうすることに一つ意味があるんですけれども、この
人形の意味するところは、自分と違う人を受け

入れる。理解する。その努力をすることが平和へとつながるんじゃないか。一言で言う
と、身近な人の相互理解、こういうことだと思い

ます。
　ひな祭りという日本の風習をアメリカのギューリックさんがわかってくれて、それがう
まくいったポイントなんだと思いますけれども

、国際的な人材を育てようという時代にです、語学力より先にこの心ねっこの部分が大事
だと思うんですけれども、教育面からの活用に

ついてはいかがでしょうか。
 

教育長（清水充枝君）
　日米親善人形の教育面からの活用についてでございますが、第一小学校と第三小学校に
おきましては、入学式に人形を飾ったり、また

、島原親善人形の会の皆さんに日米親善人形の交流の歴史や平和の大切さについて、リト
ルメリー人形や紙芝居等を活用して子供たちに

話をしていただいております。平和の親善大使として島原へ贈られてきた日米親善人形に
ついて、平和学習の一環として、ほかの学校で

も紹介できたらと考えております。
　以上でございます。
 

３番（生田忠照君）
　ありがとうございました。
　島原では、教育長も御存じの過去、６月３日の祈りの日に、このギューリックさんのお
孫さんがやってきまして、三小にアンナちゃん

、翌年一小にジョアンナちゃんをいただいたはずです。このとき通訳をされたのが教育長
ではなかったかと思うんですが、この縁も奇跡

的な出来事です。
　これまでは、民間の活動を主体にやってこられたようですけれども、大事にしまってお
くのではなくて、この平和の語り部、このリト

ルメリーを常に子供たちに触れさせたり、例えば教材をつくるとか、教育機関としてもっ
と積極的に活用すべき時期がもう来たんじゃな
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いかなと、そういうふうに思いますけれども、いかがでしょうか。
 

教育長（清水充枝君）
　繰り返しになりますが、平和学習の一環として、ほかの学校での活用も含めまして、頻
度を高めていければと存じます。
　過去においては、湯江小学校についても中島一雄先生にお話をいただいた経緯もござい
ますし、第二中学校でもアメリカからの学生が

研修旅行にやってきたときに御紹介した経緯もございます。
　以上でございます。
 

３番（生田忠照君）
　今までもそういう活用をしようという話なんですが、どうしてもしまってあったり、１
年に一回しか出てこなかったり、前はアンナち

ゃんも、よくみんな触っていたんですけれども、最近はもう校長先生がかわられたりする
と、わからなくなったりしているんじゃないか

と危惧するわけですね。ですから、平和学習の語り部としての、この人形を使った教材な
んかつくられたらいかがかなと、先生方も大変

多忙なことはよくわかりますけれども、人間の基礎となる部分にうってつけのこの人形が
島原にあるということですので、教育及び今度

は観光面のほうから何か活用を考えられてないかなと思いますけれども、いかがでしょう
か。

観光・ジオパークグループ長（平山慎一君）
　日米親善人形の観光面からの活用でございますが、ことしも３月20日から４月７日ま
で、島原城において日米親善人形交流展が島原城

桜まつりとの共催で開催されます。多くの観光客の皆様にも楽しんでいただけるよう取り
組みを進めております。
　今後も、この大変希少な日米親善人形を子供の教育や観光に生かせるよう、さらに生か
せるよう、関係機関の皆様とも協議してまいり

たいと思います。
 

３番（生田忠照君）
　ありがとうございました。３月20日からお城で始まりますので、ひとつ足を運んでいた
だきたいと思います。
　今回は、いろんな問題がありましたけれども、ぜひ御検討をお願いして、「まちづくり
命」生田の長い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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