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３番（生田忠照君）（登壇）
　皆様おはようございます。実践クラブ、生田忠照でございます。
　早いもので、この６月で丸２年を迎えます。また、東北を支援する義援米の田植えも無
事に終わりまして、３年目に入りました。そし

て、今議会から皆様のおかげをもちまして、総務委員長の大役を担うことになりました。
身に余る光栄であると同時に、新人の私に務ま

るのかと不安でいっぱいでありますが、しっかりと働きたいと思います。
　それでは、本題に戻り、通告に従い、職員給与の削減、市庁舎問題、精霊流しと不知火
まつりなど、５つの質問をさせていただきます

。市長様を初め、理事者の方々には重なる部分もありますので、答弁のほど何とぞよろし
くお願い申し上げます。
　１つ目は、市役所の職員給与削減についてであります。
　６月18日付の島原新聞にも発表されましたように、給与の削減について議会でも審議中
でございます。誰もが給料は下げたくない。上

げるのは簡単ですが、下げるのが難しいのが給料であります。質の高い人材を集めるため
には、それ相応の給料が必要なのは理解できま

す。しかし、一言で言うと、今の時代によ過ぎる、そういう声が多い。週休２日でボーナ
スも出る。都市部の国家公務員に準じて上がっ

てきたはずです。実際には地域の実情に応じて決めるようになっているのではないでしょ
うか。経済成長に合わせて、いつの間にか上が

ってきたと思います。景気がいいときには、もらって結構。しかし、苦しいときにはとも
に下げようよという国民、市民の叫びは、きっ

と民間出身の市長にも届いたはずではないでしょうか。この不況の現在、給料の減額はい
たし方がないと考えます。
　そこで質問いたします。
　まずは、その内容について市民に向けて説明をお願いします。
　あと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。
　職員給与の削減についてでありますが、東日本大震災を契機として、防災・減災事業に
積極的に取り組むことが喫緊の課題となってい

ることから、平成25年度における地方公務員の給与について、国家公務員の給与減額支給
措置を踏まえ、速やかに必要な措置を講ずるよ

う国から要請がなされております。このため、本市におきましても、職員の給与を減額す
るため、今議会に削減措置に必要な条例の制定

をお願いしているところであります。
　削減の内容についてでありますが、削減期間は平成25年７月１日から平成26年３月31日
までの９カ月間で、平均7.42％の給料の減額の

ほか、管理職手当や地域手当、時間外勤務手当等を減額するものであります。
　減額の対象となる職員は、教育長を除く一般職382人で、職員人件費で約１億100万円の
減額となるところであります。
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　以上です。
 

３番（生田忠照君）
　どうもありがとうございました。
　ここで、議論の目的を明確にしたいので、質問をいたします。
　今回の減額は、ここのパネルで御説明いたしますけれども、（パネルを示す）今、市長
が言われたことを書いてございます。
　まず、全職員393名に対して対象の職員は382名というふうになっております。パーセン
トにすると97.2％。それから、月の平均の減額

の金額は２万4,000円、かなりな金額でございます。それから、年の平均、減額の金額
は、年にしますと21万8,000円ということです。そ

れから、７月から26年、来年の３月末までの９カ月間、一体その総額は幾らなんだ、おっ
しゃったように、１億100万円でございます。
　実際には、これが、今回の減額が東北の大震災で国家公務員が下げたから、地方公務員
も下げたということなんでしょうか。それとも

、不公平感をなくす古川市長の行財政改革の一端なのでしょうか。
　それともう１点、来年の４月以降も何らかの減額案を検討するお考えがないのかという
ことをお尋ねしたいと思います。
 

政策企画グループ長（東村晃二君）
　今回の職員の給与費の減額につきましては、東日本大震災への支援、それから防災・減
災事業への課題に対応するということで、国の

要請もあっての臨時特例的な措置ということでございます。
　今回の措置につきましては、今年７月から来年の３月までの９カ月間の措置ということ
でございます。
　今後、それ以降の取り組みでございますけれども、行財政改革大綱等にも基づきまし
て、職員の適正な定員管理、そういったものを含

めながら、総人件費の縮減というものには今後も取り組んでいかなければならないという
ふうに考えているところでございます。
 

３番（生田忠照君）
　僕が言いたいのは、ここからでございます。２年前に市会議員の定数を２人減らしまし
た。さあ、いよいよ職員の給与も思い切った削

減の話が出るかと思いましたけれども、実は２年間、何もないようでございました。何の
ために定数削減やったのか。もともと財政改革

のために人件費に切り込もうと、そういう目的ではなかったんでしょうか。それとも、ま
だ議会は甘いと、まだ手ぬるいと、まだ定数が

多いと、そういうふうにお考えでしょうか。
　市民の皆様にも誤解がないように言っておきたいと思いますが、以前は反対が多かった
定数削減が、今はさらなる定数削減、21人から

18人、そういうことではどうかというような話が出るほど市議会も変わってきています。
これは、もらえる交付税が、先ほど市長がおっ

しゃられた平成28年からの５年間で17億5,000万円減るというのがもうわかっているわけ
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ですね。そういう現実が、もうそこまで来ている

、そういう危機感からみんな考えているわけです。
　しかし、この定数削減と人件費のカットがセットでなければ、全くやる意味がないじゃ
ないですか。私はそう言いたいわけです。この

２年間の二の舞を踏むわけにはいきません。行政のトップである市長にも、その覚悟を持
って強く迫りたいと思いますが、いかがでしょ

うか。
 

副市長（柴崎博文君）
　地方公務員の給与につきましては、地方公務員法の中に規定がございます。それはどう
いうことかといいますと、基本的には国家公務

員に準拠、そして、国家公務員及び地方公務員、国、県ですね、あるいは、近隣の市町村
のそういう均衡を失しないようにということも

ございます。
　また、一方では、その民間の給料等も調査をしながらやっていくというのが基本的なス
タンスだと思っておりますし、これまでにも最

近でいいますと、やはりそういう形で地方公務員の給与というのは大変減額されつつある
というふうに私自身は認識をしておりますし、

また、島原市の給与といいますと、やはり県内の自治体で見ても、決していいほうではな
いということがございますので、やはりそうい

う趣旨のもとに、職員の給与につきましては考えていきたいというふうには思っておりま
す。
 

３番（生田忠照君）
　ほかの市町村と比べて、決して高いほうではないということも知っております。しか
し、先んじてやっていって、いつまでも笑ってい

られる島原市というものを先んじてやっていくことは大切だと思いますが、あと２年ござ
いますので、そこで決着をつけていきたいと思

います。
　２つ目は、市庁舎建設はなぜ進まないのかという質問でございます。
　そのものずばりですが、いかがでしょうか。
 

市長（古川隆三郎君）
　市庁舎建設がなぜ進まないのかというテーマでのお尋ねでありますが、就任以来、議員
ともいろんなことをやりとりする中で、道路の

問題等も解決しなければいけない、そういったことで、昨日も答弁をいたしましたが、道
路については県との調整をする上でも、道路構

造令法の基準に適合したものである。また、現在の道路が持つ安全性、機能性を確保した
ものであること。さらには、交通管理者であり

ます警察との協議が調ったものであること、管理者である県との協議が調ったもの、現
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在、そういった細部について、庁舎内に庁舎建設

準備室というものを設けまして、そういうところで事前にそういったことを進めておりま
す。そして、さらにそういったことで協議が調

う上で、庁舎対策検討委員会という組織もありますので、そういった段階を踏まえ、皆様
方にいち早く道路の問題、それから、土地、ど

こに建てるかという問題、早急にお示ししたく、今、本当にその辺、内部で調査等も含め
進めているところあります。
 

３番（生田忠照君）
　ありがとうございました。
　日々やられているということなんですが、その姿が見えないんですよね。３月にお話し
しました、市長とですね。それから、もう今、

６月の終わりでございます。その期間、答えが全く変わっていないんですよ。道路に関し
てはつけかえは難しいということです。これ、

もうできないんじゃないでしょうか。
　できないという前提でちょっとお話をしたいんですが、３月議会の会議録155ページで
の市長答弁では、こう話されています。「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」というふうに市長がお

っしゃられています。つまり、道路が動かせないなら、前の市長の案、この現在地での建
てかえになるんでしょうか。そのときは、どこ

かに２億円をかけて引っ越して、そして、ここを解体し、また建てて帰ってくると、駐車
場は相変わらず狭いまでしょうか。お考えをお

聞かせください。
 

市長（古川隆三郎君）
　前回も申し上げたと思いますが、道路のつけかえ、今、大手折橋線を下ってきた道路
を、大手の中をクランクといいますか、カーブで

つけかえる、これに関しまして、用地買収等をかけない現状の中でのつけかえということ
で、まず考えてみました。それから、さらに大

手のあの広場の中の諫早側といいますか、お城側、そちらのほうに用地買収をかけた場合
での道路のつけかえということも、当然協議を

しています。
　そういう中で、用地買収を伴わないということになれば、非常に現道の今の道路と、そ
う変わらないことしか設計上、出てこないんで

すよ。ということは、予算がたくさんあって用地取得をすれば大きく変更できますが、こ
れは非常に費用がかかるということが見えてき

ます。そういったことを勘案していけば、近いうちにその大手広場に対する道路のつけか
えが可能かどうかという判断を必ず下す時期が
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近くあると思います。
　その上で申しますが、もしつけかえができないとなれば、大手地区で庁舎をつくるとい
うのは、庁舎の検討委員会、それから議会の特

別委員会からも御答申をいただいているわけですので、現在地も含め、例えば、引っ越し
を１回で済ませるというのは議員も再三おっし

ゃっていますので、分割して庁舎の建てかえが可能かどうか、それと、現在あるこの敷地
の中で、目いっぱい効率的に使った場合、どの

ような建設が可能であるか、そういったことは当然、今、準備段階でありますが、私たち
の部内ではそういったことも討議のテーマとし

て論議しているところであります。
 

３番（生田忠照君）
　今の市長のお話にありましたように、僕は用地買収をする、いわゆる山側の大手門ビル
ぐらいのところからぐっと曲げてくる。それに

は、そこまでする必要はないんじゃないかなと個人的には思っています。議論をもう一
回、道路道路になっていますもので、ちょっとこ

ういうやつをつくってまいりました。（立体モデルを示す）
　議論をちょっともとに戻したいんですよね。何のために道路つけかえの話になったか
と。山側に庁舎を建てたいと、これが今のこの新

館ですね。それから、ちょっと小さいですけれども、これが前からある古い庁舎というふ
うに思ってください。僕としてはこの古い庁舎

、噴水側の、これを要するに解体をして、そして、山側にこういうトンネルがついた新庁
舎ですね、新庁舎、これを建てると、いっとき

こういう状態です。
　そして、これができ上がった時点で、今のここに仕事されている方も旧庁舎に移っても
らって、こういう議会のところで委員会室で仕

事をしてもらって、その間に新庁舎をぴしゃっと建てて、そして、この新庁舎ができたと
きに旧庁舎を解体すると、引っ越してですね、

そうすると、ここに大きな駐車場ができるんじゃないでしょうか、そこに邪魔になったの
が道路だったんです。
　じゃ、その道路を動かさないという前提でつくってみようということですね。（パネル
を示す）これは、これ、ちょっとアップになり

ますかね。ちょっとお手元の資料も見てください。こちらにあるのは、３月に正確に測量
した大手広場の図面です。そして、こちらが芝

生広場ですね。ここに道路があって噴水があります。僕の建物というのは、ここに建って
いるということですよ。そういうふうに御理解

していただいて見てほしいんですね。
　いいですか。これ紙芝居ですので、次、行きます。
　建ててみました。平面図で見ると少し斜めになっておりますけれども、もうコンピュー
ターの中では既にできております。
　それから、次、行きましょう。
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　駐車場がかなりできていますよね。
　もう１枚。
　これは、大手のそちらの国道側から見た絵ですね。建物が大きいですから、余り斜めと
いうのが気にならない。それを言いたいわけで

すね。
　そして、もう１つ、中川印房さんとかひよこ薬局さん、平野食堂のところから、出てき
たほうから見た図面ですね。こういう形で見え

てくると思います。僕が一番見せたい図面は２番目のやつなんですけれども、この広い駐
車場、これをつくるようにしたいということで

す。
　その芝生広場に、じゃ、どのぐらいてきるのかというと、お手元の資料にあると思うん
ですが、約450平米建てることができます。敷地

じゃないですよ。敷地から、今度は中に入らないと建物はできませんので、１メートルと
か２メートルとか引いたところの面積が450平米

。じゃ、450平米はどのぐらいの広さなんだということを、また、次のお手元の資料に置
いていますけれども、大体、現在のここの下の市

民課のフロアですね、市民課の隣に福祉のほうがありますけれども、あのあたりまで、お
手元の資料を見てください、そこぐらいまでが

しっかり入るぐらいの広さです。階段もあります。トイレも２つありますかね。市民相談
所、全部入るような大きさ。要するに、そのぐ

らいの面積が芝生公園にあるということです。よろしいでしょうか。
　それで、斜めになっていますけれども、さほど影響はないと、コストとか、あるいは見
た目、そういったものにもないと思います。設

計のプロに任せれば、どんなにでも格好よくつくることはできます。大手広場で初市がで
きるような再開発を行うために、つけかえを今

度は諦めて、芝生公園まで含めたプロポーザル設計を早く行うべきだと思いますけれど
も、いかがでしょうか。
 

市長（古川隆三郎君）
　生田議員の提案、非常に毎回楽しみに見させていただいております。実は、さっき市役
所の今の本館の古いほうを解体して、その部分

だけ今のその図面の中の新庁舎に入り込んで、そして、その部分が引っ越ししてというこ
とをおっしゃいましたが、今日、私たちの中で

協議した中でも、当然古いところだけまず解体をして、そして、今、この議場があります
新館を営業しながら建設をし、そして、新館を

解体後に、また、こちらをどうするかというような、いわゆる２段階論を協議したことも
あります。
　その中で１つ障害が出てまいりましたのが、合併処理浄化槽の問題が出ました。当然も
う業界ですからおわかりだと思いますが、浄化

槽は両方一体として合併して、合併処理浄化槽ですから、トイレも、それから水道水も排
水等もしていますので、この機能がどうなんだ
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ろうというようなことも当然出てきているんです。ただ、そういった新館と旧館で、別々
になるべく引っ越しをしないでいいというよう

な方法がないのかというのも、今、追っかけていますので、その面で非常に興味がありま
す。ですから、大手広場という非常に狭い部分

での有効活用という意味からは、非常に分割論に近いので参考にさせていただきたいと思
います。
　それから、実は昨日、平成６年に道路をつくった資料を市長は見たのか、見ていないと
言いましたので、私、これを見ました。この中

で、私が今日まで道路のつけかえが欲しい欲しいと言っていたのは、大変困難ではありま
す。大変困難なところまで来ています。ただ、

なぜ大手広場が欲しかったのか、済みません、ちょっと読んでいいですか。
　これ、大手広場の再整備というようなことの中で、「大手広場は、島原城が築城されて
以来、時代の流れに沿って、その性格を変えな

がらも城下町・島原の象徴的中心広場であった。しかしながら、現在は機能重視の交通広
場となっており、かつてのノスタルジーが市民

の心の中に残っているだけで、その象徴性、中心性が失われている。
　確かに時代の要請として交通機能の充実は求められるのであるが、城下町・島原の街づ
くりの中でこの大手広場は、歴史・生活に根ざ

した新たな都市広場として再生が必要なのである。なぜなら、ここは、観光客を商店街へ
誘引する起点広場であり、長すぎる商店街の節

目となる広場であり、そして、市民の城下町・島原への愛着を象徴する広場であるからで
ある。そして、今後の中心市街地の活性化に大

きく寄与すると考えられるからである。」という項目があり、まさに僕が今日まで大手に
本当に斜めに三角に走って、つぶれ地ばっかり

で機能がないと言ったことが、まさにこの中に書いてあるなというのを、けさ読ませてい
ただきました。
　ですから、道路のつけかえ、本当に大変困難なところに来ていますが、早いうちに結論
は出したいと思いますが、その中でも限られた

中で、やはり中心的広場としての機能も見ながら、今、議員おっしゃるような分割しての
２段階の建てかえ論等も参考にしながら、早い

うちにお示しできるように進行させていきたいと思います。
 

３番（生田忠照君）
　僕も平成６年に帰ってまいりまして、そのころは開発公社に入り浸りで、替え地の交渉
をやっていましたので、そのときにたまたまそ

れ見て、僕も持っています。それにもあったように、ここの左側の大きな道路の工事があ
るずっと前でしたので、今とはちょっと状況が

違うかと思いますけど、非常に興味深く見たことも覚えています。
　今、市長もお話ありましたように、その２段階論ですか、２段階論というか、２段階の
やり方というのをやって、山側につくって引っ
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越しを１回で済ませると、合併処理浄化槽を云々かんぬんというような予算は、本当それ
の何分の１かでできてくると思いますし、また

、それをつくるんじゃなくて、簡易的に１年、２年ということですから、プレハブじゃな
いですけど、１階までおりてこんばいかんかも

しれんですけれども、そういうトイレの問題だけであれば、いろいろやれることはあると
思います。とにかくスピードアップをひとつよ

ろしくお願いいたします。
　それでは、３つ目の質問をいたします。
　精霊流しと不知火まつりについてであります。
　８月のお盆がもうすぐやってまいります。私なんかは、島原のお盆といえば精霊流し、
すぐにそう思うんですけれども、先日、甥っ子

に盆は帰れるとねと聞いたところ、花火大会に合わせて休みばとるけんという答えです。
これにはさすがにどきっといたしました。先祖

の墓参りに、うるさく言わなくても、今まではみんな帰ってきていました。それが当たり
前だと僕自身思っていました。日本人の暮らし

の常識が変わりつつある。島原で、切子灯籠御遠慮します、そういった記事が出るように
なって随分になります。船を出すのは、遺族の

立場も経験しましたけれども、結構やっぱり大変です。そういう遺族の声に応えようと、
葬祭業界の方々が立ち上がって、合同船を出し

てくれるようになりました。亡くなった家族や友人が精霊船で浄土へ旅立つことができる
ということを大変感謝されております。
　そこでお聞きいたします。この民間の努力に対して、業者は商売だからといって船の負
担金を上げようというとんでもない話を聞きま

した。本当なのでしょうか。
 

観光・ジオパークグループ長（平山慎一君）
　精霊流しにつきましては、市内各地の代表者や関係者で構成されています精霊流し行事
実施協議会において取り組んでいただいている

ところであります。
　精霊流しにつきましては、五、六年前までは100隻前後の参加がありましたが、年々減
少の傾向にあります。昨年度は81隻でありました

。このため、参加者の負担金が年々減少しておりまして、その会自体の収支が保てなくな
ってきているとお聞きしております。このため

、本年度の総会において、負担金の増額が承認されたところでありますが、そのような中
で、そういう業者の方にも負担金とは別に協力

をお願いできないかということで、お願いされたということをお聞きしております。
 

３番（生田忠照君）
　予算の問題というのは、よくわかります。幾らかちょっと僕もわかりませんが、それぐ
らいの負担金だったら断る業者は、僕はいない

ページ(8)



20130628.txt

と思います。ただ、精霊流しを存続させたいとか、そういう遺族の方の気持ちに応えたい
とか、そういう気持ちの民間の心意気といいま

すか、そういったものを全く理解していないような話になったので、納得いかないと申し
上げております。
　それでは、続けてお聞きしたいと思うんですけれども、秋のイベントで、しまばら温泉
不知火まつりに幾らぐらい税金をかけられてい

るのか、あるいは精霊流しも一緒に教えていただきたいと思います。
　また、このしまばら温泉不知火まつり、これのコンセプト、どういった目的で行ってい
るのかというところをお聞きしてみたいと思い

ます。
 

観光・ジオパークグループ長（平山慎一君）
　市からの補助金につきましては、しまばら温泉不知火まつりにつきましては、振興会の
ほうに670万円を支出しております。
　それから、精霊流し行事補助金としまして、精霊流し行事実施協議会に対しまして340
万円の補助金を支出しております。
　それから、しまばら温泉不知火まつりのコンセプトにつきましてですが、実は平成23年
度から大幅に祭りの見直しが行われまして、そ

れまで３日間を２日間として実施されております。企画事業部会でいろいろ検討していた
だいて行っていただいていますが、コンセプト

としましては、島原城を築城して島原の城下町が誕生し、城下町として繁栄したけれど
も、島原の乱、それから島原大変、それから平成

の雲仙普賢岳噴火災害と、繁栄と壊滅、それから復興を繰り返しながら現在に至ってい
る、この島原の歴史と、それから江戸時代の能や

狂言等の文化、これらをその歴史と文化、それから大地の恵みに感謝する祭りということ
をコンセプトに実施されているところでござい

ます。
 

３番（生田忠照君）
　ありがとうございました。
　不知火まつりのホームページには、そういうふうに書いてあります。「歴史、文化、大
地の恵みに感謝」と、それをコンセプトに、「

かつて有明の海に見えたという神秘の不知火に向かい明日の平穏を祈るというお祭りで
す」ということですが、そういう気持ちになって

いる参加者ばかりでしょうかというようなことです、目的がですね。
　そういう僕自身が、実は中学校のときから、荷物を運ぶリヤカー引き、これで初めて祭
りに参加しました。それから、ＰＴＡであると

か青年会議所、商工会議所ですね、最近は市議会ということで長年参加をしてきましたけ
れども、やるからには一生懸命やってまいりま

した。楽しんでもまいりました。やってきたから意見も言えると思うんですけれども、
今、時代はオリンピックでレスリング、ギリシャ
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時代から続いてきたレスリングなんかが、時代に合わないからということで見直しを求め
られるような時代です。そういうことから考え

て、いい例えじゃないかもしれませんけれども、この祭りを、今まで長年支えてきた方々
に非難されるのを覚悟で申し上げたいことがあ

ります。この祭りは、数年後にやめるという考えで、もう検討を始めるべきだと、そうい
うふうに思います。
　その間に、別の五穀豊穣の秋祭り、そういったものを考えるのも一つでしょう。僕自身
が今、米をつくっているんですけれども、その

とき思うんですね。やっぱり秋に稲穂が色づいてくると、農耕民族の血が騒ぐと申します
か、何かこううれしくなるというか、酒でも飲

みたくなる、そういった気持ちもありますので、そういった別のお祭りを、秋祭りを考え
るというのも、全国的にやっていることですけ

れども、一つでしょうと。
　それから、僕が言いたいのは、歴史がある精霊流し、確かに320万円、税金を入れてい
ただいているということですけれども、歴史ある

精霊流しにもっと力を入れたらどうかと、人、物、金を、秋祭りもいいんですが、とりあ
えず置いておいて、精霊流しにもっと集中しま

しょうということです。
　桟敷をつくったり、担ぎ方の練習とか、衣装を、例えば白装束にするとか、統一すると
か、いろんな意見はあると思います。そういっ

たものをして、僕は福大ですので、博多山笠をよく見にいっていましたけれども、博多山
笠ではありませんけれども、精霊船のあるけん

島原たいというぐらいの誇りのある祭りは、もう精霊流し以外にないのかなと、そういう
ふうに思っています。
　ちょっとお聞きします。始めるのは非常に易しいんですけれども、やめるのはすごいエ
ネルギーが必要です。市長のお考えを、この件

についてぜひ聞いてみたいと思いますが、いかがでしょうか。
 

市長（古川隆三郎君）
　生田議員、非常に冷静に分析して御発言、御質問されているというふうに、まず感じま
す。
　その上で、実は今回、生田議員が精霊船のあり方ということで御質問いただいて、私た
ち、関係者と当然勉強会をします。その中でも

、僕はこういうことを言いました。今日、私の家の前が島原で最大の練り場、広馬場交差
点です。今日まで毎年見ています。以前は百数

十そうが市内にあふれて夜遅くまであっていたのが、今日、80とか70とかになってきて、
もう晩の８時半ごろには終了しています。そし

て、町内会で亡くなったところの、大体ここは切子灯籠幾つだとかいうことで、うちでは
これだけの大きさだ、うちでは２そうだとして

いた町内が、今日はもう担ぎ手がいないので、もう町内ではこのサイズだということで、
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年々だんだんだんだん数が減って縮小していっ

ていることが寂しいということをはっきり言いました。
　その上で、葬祭業の方々が合同船を出していただいています。亡くなって、お葬式がま
ず業者の方がいろいろされますので、町内会の

手伝う頻度、量も非常に少なくなってきて、いざ初盆のときだけ町内のみんなを集めると
いうようなことが、非常にハードルが高くて、

もうお葬式でお世話になったところにお願いしたいという、これはもう一つの今の流れで
はあると思います。
　しかしながら、それでも頑張っている町内会、それでも精霊船を一生懸命自分たちで無
理して──無理とはいいませんが、努力して出

そうとして、ここにやはり何らかの、これから５年、10年、15年先、これ絶対続けていか
なければいけませんので、そのことに対して真

剣に何か方法はないのかということを、今回かなりの時間をかけて論議をしたところであ
ります。
　ですから、不知火まつりのあり方等も、私もはっきり言って、長年不知火まつりと温泉
まつりが合体して、一番最初は外港の広場から

パレードを始めていたのを僕は記憶していますし、坂上の、坂下の、あのうちの商店街の
ほうを歩いて、最後は霊丘公園に集結して、い

ろんな変遷が来ていますが、やはり本当にこれから長く続く祭りのあり方てどうなのか。
つい最近、何という委員会でしたっけ、商工の

部の。新しく委員会ができましたね、観光のあり方検討会の。委員を選定して。済みませ
ん、ちょっと私がコミュニケーション不足なん

ですが、新たに観光と祭りをどう考えるかという委員会が発足して、２回目の会合が行わ
れたところです。そこにも僕は行って、ぜひ自

由な発想で、若い人たちの自由な発想でいろんな意見を出してくださいと言ったところで
ありますので、本当に今後の祭りのあり方も、

１回きちっと考える必要があるというふうに思います。
　その上で、精霊船については、やはり島原を代表する行事であり、この議会も何十年も
前から精霊船のあり方も提言されたり議論がさ

れていますので、ぜひやはりこの数が減っていくのを黙って見ておくのじゃなくて、そこ
にやはり何らかのアクションを起こしたいとい

う考えで進んでいきたいと思いますので、御協力のほどよろしくお願いいたします。
 

３番（生田忠照君）
　ありがとうございます。
　僕も本当に気持ちは一緒です。精霊船もそうなんですけれども、不知火まつりも、ああ
いう薪能とか、僕、島原に帰ってきてびっくり

したようなイベントをやられています。だから、精霊流しに関しては、やっぱり小さいこ
ろからの思いがあるものですから、今こう担い

でみると、やっぱり担ぎ方も知らない方も多くて、みんなで力を合わせるから軽いんです
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けれども、もう背の高さも違うし、そういう担

ぎ方とか、そういったところから一つずつルールをつくってやるとか、それに不知火まつ
りの予算を思い切って入れていくと、いろんな

ことができていくし、まず、検討会のメンバーには精霊船おたくを入れてもらって、本当
に熱い人たちを集めると、それでやっぱりいい

流れが出てくると思います。御答弁ありがとうございました。
　僕としては、こういうつらくても決断するのがリーダーだと思いますが、やめろという
ことじゃないんですが、市長の、また新たな決

断というのを期待して、次に進みたいと思います。
　次の質問は、先ほど北浦議員もおっしゃいました霊南埋立地を市は買うのかという質問
でございます。
　何のことやろうかと思われている市民の方も多いと思いますので、まず、場所から説明
をいたしますと、海側の南風楼さん、南風楼さ

んの南側、保健センターから海側ですね、そこに入りますと広い埋立地がございます。所
有者は長崎県です。ここに実は１年ほど前に、

メガソーラーはできないかということで相談をいたしましたところ、それは実は島原市が
買うことになっているんですと言うわけですね

。
　そこで、調べ出したらこんなものが出てまいりました。（パネルを示す）これは、特別
委員会で出てきた資料でございますけれども、

昭和62年４月25日ですね、先ほど副市長おっしゃいました、当時の鐘ヶ江市長が高田知事
宛てに出した購入の確約書でございます。これ

については、ちょっと中身なんですが、この土地を工事完了後、議会の議決等関係法令に
基づく手続が成立した後、一括購入することを

確約しますと、昭和62年４月25日ということですね。そういうふうな内容になっておりま
す。
　これは、地元の要望を受けて、最初は漁協関係ですね、魚市場なんていう話も聞いてい
ますけれども、建設して活用しようという、い

い目的で始まったわけなんですけれども、なかなか魚もとれなくなったりするということ
で、当時は必要だったんでしょうけれども、な

かなか前に進めなくなってしまったということですね。それで、めどがつかぬままの状態
になっていましたんですが、業を煮やした長崎

県は、再三どうにかしてくれと言ってきたはずです。
　そこで、もう１つ、島原市に約束を果たすよう迫った結果が、これでございます。（パ
ネルを示す）字が小さいのでアップしても見え

ないかもしれませんけれども、これは平成20年７月４日、吉岡市長が平成25年、ことしで
ございます。平成25年をめどに購入をいたしま

すというふうに書いて、約束を再度されております。しかし、ことしなんですが、予算も
実際には組まれておりません。一体役所の仕事

というのはどうなっているんでしょうかね。島原市の借金には、分厚い書類を見ても、ど
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こを見てもこの借金は出てまいりません。議会

も全く知りません。こんな隠れ借金がほかにもあるんでしょうか。アパートの家賃でも２
カ月滞納したら催促してきます。それについて

、金額と説明を再度していただけますでしょうか。
 

産業振興部長（堀　利久君）
　霊南地区の埋立地のことについてでございますけれども、まず、当時の、これ平成22年
時点での金額でございますけれども、金額で約

１億4,000万円というふうなことになっております。
　それからまた、これを買うというふうな確約をしているのに、予算措置とかなんとかが
議会にも説明をされていないし、予算化もされ

ていないということでございますけれども、現在も振興局の関係部局のほうとどういうふ
うな利用ができるかということを、内部の協議

も含めまして、現在検討をしておりますので、それが調った後の予算計上と、あるいは議
会への説明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。
　島原市というのは、やっぱり県のほうにふだんから補助金なんかを常にお願いする立場
ですよね。県も出すほうも出すほうなんですけ

れども、私が銀行から例えば1,000万円借りたとしますね。返さないうちにまた300万円貸
してくれと言ったら、1,000万円１回返してくれ

と、返したらまた300万円貸しましょうと、当然そういう話になると思うんですよね。そ
ういうのが僕らの常識です。これ、税金だから返

さんでも誰も怒らんという世界なんでしょうね。僕らわかりませんけれども。そのうち、
担当もかわりますし、先延ばし、先延ばしと、

俺の責任じゃないよと。確かに、ここにいらっしゃる皆さんの責任じゃないですよね。二
十六、七年前の話ですね。
　そういうことなんですが、これ、半端な金額じゃないですから、早く買わなかったら、
もう市の要望は聞きませんよと、県が言い出さ

ないかと心配しているんです。昨年の秋に浸水をしたところでもございます。北浦先生も
言われましたけれども、再評価で金額も下がる

のではないかと思います。いつまでも金を払わない、約束を守らない島原市というような
意味を返上するように強く望んでいますけれど

もいかがでしょうか、再度お聞きします。
 

副市長（柴崎博文君）
　今お話ありました。先ほどの北浦議員の質問にもお答えしましたけれども、やはり私ど
もはそういう形で県との約束をしているわけで

すから、何とかいろんな方法を見つけて、また、関係機関とも十分協議しながら、どうい
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う形でそこを利用するかということを早目に決

めまして、そして、県とも話をしていきたいというふうには思っております。
 

３番（生田忠照君）
　本気でやっていただきたいと思います。
　久しぶりに計算問題をやりたいと思います。電卓を御用意ください。
　まず、ここで僕はメガソーラーを１年前に考えたんですけれども、そのころは単価がよ
かったんですね。それからもうチャンスを逃し

ましたので、１回下がりました。買うためのお金が１億4,200万円、きっちりいきます。
１億4,200万円ですね。これ、県の提示額です。

買った土地を坪200円で業者さんに貸したとします。例えば、ソフトバンク、ああいった
ところに200円で貸しますよと、貸すのは3,000坪

ですから、地賃は月60万円、年間720万円の収入でございます。
　そして、既に私はその時点で事前技術相談というのを九電さんとやりまして、あそこの
9,000平米で何ワットできますかといったら、

1,000キロワット、オーケーですと、１メガ、オーケーですという答えをもらっています
ので、大体３億円から３億5,000万円になります

けれども、今は３億円のソーラーパネル設置が可能になります。その償却資産が20年で
2,500万円入ってきますよね、固定資産税ですね。

償却資産として固定資産税が2,500万円入ってまいります。
　そうすると、よく聞いてください。そうすると、固定資産税で取り戻す金額2,500万円
を差し引けば、何年でこの１億4,200万円はなく

なりますか。（発言する者あり）
　済みません、時間が昼の食事がもう間近ですので、計算は１億4,200万円から、まず固
定資産税入ってくる2,500万円引きますよね、こ

れ、入ってきますから。それを引くと１億1,700万円になります。年間の地賃が720万円で
すから、単純に割って、16.25年になるわけです

。
　市は自己資金で買いますから金利はゼロ、地代収入に税金もかからないという前提で
す。売却金額が下がればもっと早くなって、その

後は貯金になります。市が事業者になることも含めて検討してみる価値はあると思いま
す。答弁は結構です。
　最後の質問に入ります。
　いいですか、約16.25年ですね、はい。
　最後の質問を１分でやりたいと思います。
　2013年長崎しおかぜ総文祭についてであります。１つだけ質問いたします。
　きのうも国体の話は出ておりましたけれども、７月に島原で全国大会があるようです。
内容も含めて全くアナウンスが聞こえてきませ

んが、全国からおいでになるのでしょうから、この機会に概要をお知らせください。よろ
しくお願いします。

市長公室長（松下英爾君）
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　2013長崎しおかぜ総文祭について御説明いたします。
　本年７月31日から８月４日までの５日間、全国で文化芸術活動に取り組む高校生が長崎
県に集いまして、「集え長崎　帆を張れ　文化

の船に」をテーマに、高校生最大の文化の祭典が長崎県内15の市町において高校生約２万
人が参加して開催されます。総文祭といいます

が、この総文祭は文化部のインターハイとも言われておりまして、全国を持ち回りで開催
されております。
　本市におきましては、全24部門中、郷土芸能部門と自然科学部門の２部門が開催されま
して、生徒数で約2,000人が参加をするというふ

うなことで聞いております。
　そのうち、郷土芸能部門は島原復興アリーナを会場として、伝承芸能と和太鼓の２部門
が開催されまして、地元では島原農業高等学校

が和太鼓部門に出演いたします。
　また、自然科学部門につきましては、島原文化会館を主会場として、物理、化学、生
物、地学の４部門が開催され、地元の島原高等学

校が生物と地学の２部門で研究発表を行います。
　また、巡検研修としまして、島原半島ジオパークのジオサイト散策も実施されることと
なっております。
　なお、大会期間中の運営サポートとして、島原市内の各高等学校の生徒も多数参加をい
たします。
　市といたしましても、本会場に多くの方々に足を運んでいただけるよう、さらに広報活
動に努めてまいりたいと考えております。
　以上です。

３番（生田忠照君）
　市長公室長、元気がないので、何かこう本当に、ぱーっと行くような感じがしませんの
で、元気を出してやっていただきたいと思いま

す。ぜひ成功させていただきたいと思います。
　それでは、これにて、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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