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３番（生田忠照君）（登壇）
　皆様おはようございます。ことし最後の質問に立たせていただきます実践クラブ、生田
忠照でございます。
　土日の産業まつりも大盛況で終了をいたし、関係者の方々、実行委員会の皆様、心から
感謝申し上げます。
　私は、９月議会が終わりまして、東京への陳情や視察研修、10月には東北へ送る義援米
の収穫を行いました。ことしも、津波で家族を

失った子供たちが身を寄せる児童養護施設に送らせていただきました。
　また、稲刈りが終わった田んぼにリアルかかしなる物を設置いたしまして、地域の方々
の笑顔を誘う話題も提供しております。その写

真がこれであります。（パネルを示す）お金もかかりませんし、見に来た人たちに、東北
支援のボランティアをここでやっていますよと

、東北まで行かなくても支援はできますよということを知ってもらいたいと始めました。
島原高校の玄関前を北門方面に走ると、海側に

ありますので、ぜひ一度ごらんください。
　さて、暦は師走でございます。１年の振り返りということで、私の一般質問も総集編で
臨みたいと思います。市民の皆さんも聞きたい

ことが多いようで、連日電話がかかってまいります。もっと突っ込んで聞いてくれよと、
よく言われますけれども、議員は持ち時間が30

分というルールがございます。その辺は大目に見ていただくとして、私自身にもルールが
ございます。単なるだめだ、だめだという批判

はしないようにしよう。必ず実施可能な、こうしたらどうだろうというような対案を提案
するということです。
　決断し、実行していくのは行政です。税金を使うその責任は重く、常にベストな選択を
目指す。仕方がなかったんですよというような

逃げは許されないことを、今さらながら冒頭で申し上げておきます。
　それでは、本題に戻り、通告に従い、一問一答方式で質問をさせていただきます。
　まずは過去に質問した４つの案件です。市庁舎建設、東京学生寮、それから新町跡地の
利活用、霊南の埋立地についてです。
　最初の市庁舎問題についてですが、私の提案は、これでございます。（パネルを示す）
何度となく皆さんにはお見せいたしております

けれども、建物を山側にずらして建てることで、この際、海側に大きな駐車場をつくるの
がポイントです。引っ越しは１回で済み、夜は

屋台が並び、土日にはイベントや初市も可能になります。古川市長も就任当初から、この
案には積極的に取り組んでいただきましたけれ

ども、最近、議員に示されたのは、横田前市長案と全く同じ場所での計画案でした。何も
変わらない。最初から現在地の建てかえありき

へ誘導するような設計募集なら、失望であります。これから先はプロに任せて、自由な発
想で考えてもらえばいいじゃないですか。
　１つだけ、重要なポイントをお聞きいたします。
　プロポーザル設計の内容ですが、市庁舎、あるいは議会棟など、いわゆる建物を芝生公
園や開発公社が管理していた駐車場には建てて

はいけないという制限をつけられますか。この１点でございます。
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　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（古川隆三郎君）（登壇）
　皆さんおはようございます。生田忠照議員の御質問にお答えをさせていただきます。
　市庁舎の建設についてでありますが、建設場所につきましては、市庁舎建設基本構想の
素案でお示しいたしましたが、私は、市民、学

識経験者並びに関係団体等の御意見、御要望を幅広く拝聴するために設置されました市庁
舎整備懇話会の提言と、市議会の皆様方で設置

されました市庁舎建設特別委員会の審査結果を尊重し、現在地を中心とした建てかえが最
良であると判断をしております。
　現在、国有地となっています大手広場公園への庁舎建設につきましては、敷地面積が狭
く、建設できる建物の規模も限られてくること

から、難しいと考えております。
　また、現庁舎と大手広場公園との間の市道上の町上新町線の廃止につきましては、生活
道路として定着していることから、地元住民の

御理解を得ることが困難であると判断しておりますが、大手広場と庁舎を一体的に利用す
るために、市民の皆様がどのような考えをお持

ちなのかお伺いしたいと考えております。
　再度、パブリックコメント、市民の方の声を募集する際には、庁舎建設計画エリアと大
手広場利活用検討エリアには境界を設けず、柔

軟に御意見を求めてみたいと考えています。その結果を受けまして、庁舎建設計画予定地
を決定し、議会の皆様方とも御相談しながら基

本構想を策定したいと考えており、その後、プロポーザル方式による専門的な御提案をお
願いしたいと考えております。
　以上です。
 

３番（生田忠照君）
　ありがとうございました。
　短いお答えをお願いいたします。
　芝生公園、あるいは開発公社が管理している駐車場、こちらのほうに市民からの意見も
多ければ、建物は建ててもよろしいんですね。

市長（古川隆三郎君）
　当然パブリックコメントやプロポーザルという御提案を今から受けるところであります
ので、確固たる制限は設けておりません。
　議員御提案の、先ほど冒頭にありました。それで、以前は模型でもお示しされました。
あの公園区域というのは、非常に面積的に狭い

ところでありますので、仮にあの部分に庁舎をといいますと、それなりの今度高さが高く
なるということが考えられると思います。私た

ちも当然あのような模型に似たようなものをつくって、いろんな配置的にも検討しており
ますが、あの地域に高い物が建つと、今度は新

町方面からあたりに大手広場はお城が見える城下町という風景が大変定着しておりますの
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で、あの中間の場所に、それなりの高い物が建

つことに対する景観的なことも配慮しなければいけないとは考えております。
 

３番（生田忠照君）
　ありがとうございました。
　その辺は、高い建物になるかどうかは、まだ予測ですので、いろんな考え方があろうか
と思います。あとは議論を続けるとして、次の

東京学生寮廃止の方針についての質問に移らせていただきます。
　島原新聞の突然の発表を見て大変驚きました。また、時期も余りよろしくないと。年度
途中のこの時期に関係者を動揺させ、陳情書ま

で提出をされております。
　私は、ちょうど２年前のこの12月議会で、この問題を取り上げたことがあります。現地
視察にも行った上で、耐震診断をした同級生が

、倒壊の危険性が極めて高い、危ないぞということで、しかも、東京だけにあることが公
平性を欠くのではという意見があることを知り

ました。私は、さまざまな問題を解決し、何とかこの学生寮を存続できないかと考えまし
た。多大な予算が要る建てかえ、補強改修は無

理だと。そうだ、土地を売ったお金で中古マンションに移転する、つまり買いかえ移転な
ら存続できるのではないかと訴えました。
　ここでお尋ねをいたします。地元の不動産屋と話したときに、１億6,500万円で買うと
いいます。しかも、駅から５分の場所に、ワンル

ームが18室、２ＤＫが２部屋、そのマンションが１億8,000万円で売りに出ている。あの
時期は、地震が頻発している時期でした。命が大

切だから、早急な対応をお願いいたしましたけれども、あれ以来、正式に何の答えもいた
だいていなのが、この島原市の実情です。議員

はただの言いっ放しであります。検討されたのなら、経過を正式に教えていただきたい。
よろしくお願いします。
 

教育長（宮原照彦君）
　現在地を売却し、その代金で中古マンションを購入し、市職員を管理人として常駐をさ
せ、島原市の東京事務所的な役割をあわせ持つ

学生寮のこれまでの検討についてでございますが、平成25年２月に教育委員会職員が東京
へ出向きまして、議員御提案の物件を拝見させ

ていただきました。御提案のマンションにつきましては、各部屋にエアコン、バス、トイ
レが完備されておりましたが、学生寮の機能と

しては、食事の提供は重要なことと認識しておりまして、紹介していただきました物件に
つきましては、学生への食事の提供が難しいこ

と。島原市におきましては、現在、市の職員を長崎県の東京事務所へ派遣していること。
あわせまして、東京事務所的機能を持たせて運

営することは中央省庁等との距離があるなど、地理的にも難しいものがあると判断をさせ
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ていただいたところでございます。
　また、学生寮につきましては、これまでの議会の中でも、東京だけに学生寮があること
が公平性に欠けるのではないかとの御指摘があ

っております。
　これらを踏まえまして、現在の東京学生寮は、築後72年が経過し、首都圏直下型地震や
南海トラフ地震の発生が取り沙汰される中、平

成23年に実施しました耐震診断の結果では、構造評点が0.11で、震度６強の地震が発生し
た場合、倒壊の危険性が高く、非常に危険な状

態であること。さらに、学生の進学先について、関東方面が減少し、九州方面への進学が
ふえるなど、地元志向の傾向にあること等を考

慮し、教育委員会として、平成26年３月末で東京学生寮を廃止するとの方針をまとめ、議
会に報告をさせていただいたところでございま

す。
　なお、新たな入居先を探せない場合の猶予期間につきましては、原則として平成26年６
月までとの方針を議会に報告をいたしておりま

したが、東京学生寮保護者会からの要望を受けまして、12月５日に臨時の教育委員会を開
催いたしました。協議の中で、学生寮の危険性

から寮の廃止は26年３月末とするが、猶予期間については、就職活動や前期テストへの影
響等を配慮し、夏休み期間中である８月までを

考慮すること。あわせて、保護者の方には、現在支給をされている奨学金に上乗せして借
りることが可能な貸付金制度等を紹介していく

など、寮生の今後の学業に支障が出ないような手だてを、誠意を持って丁寧に行っていき
たいと考えているところでございます。
 

３番（生田忠照君）
　私が質問をいたしましたのが２年前、そして、現地を視察に行っていただいたのはこと
しの２月ということでございます。どうもあり

がとうございました。
　また、丁寧な御答弁をいただきましたけれども、命の重要性を言うならば、今までの２
年間、あるいはこれから半年ですか、猶予を少

し延ばしていただいたみたいですけれども、いつ起きるかわからないわけですから、かけ
ずにすぐにでも、避難や引っ越しをするのが本

筋だと思います。存続より廃止したい気持ちが本音でしょうから、そうなるんだと思いま
す。食事の提供の話もありましたけれども、自

炊をすればいいじゃないですか。
　また、学生だけを考えるから公平性が欠けるという話にわるわけです。
　また、中央省庁の近くじゃないという話でしたけれども、大使館という名前は仮に使っ
ただけで、別に国会とかの近くにつくらなけれ

ばいけないというようなことは言っておりませんので、誤解がないようにお願いいたしま
す。
　それから、買いかえの移転の話ですけれども、役所は、土地を売っても税金は一切発生
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しないわけです。丸々手取りなわけです。です

から、その手取りのお金を使って、移転先を探せばいいんじゃないかと。私は、学生寮と
いう考えから発展解消して、島原人の駆け込み

寺的な役割を持った、下が事務所で、上に学生寮というような複合施設にできないかと提
案をしております。大学や就職、あるいはビジ

ネスでも、電話１本すれば東京に詳しい人がいて、住むところから世話をしてくれる。東
京の家族に何か事故があったとき、すぐに駆け

つけてくる。どうしても飛行機があしたの朝しか行けないというようなときに、すぐに駆
けつけてくれる人が東京にいると。そういう島

原にいる人とか、あるいは東京にいる人、どちらの力にもなってくれる場所として、この
学生寮というものが再スタートすればいいのに

なと思っております。佐世保市も数年かけて廃止をしたそうですが、よそがやっていない
からこそ、そこにオンリーワンの光るものがあ

るんじゃないかと思うわけです。
　質問をさせてください。
　今度の教育長のやり方は強引だという人もおります。そういう声も聞きますので、保護
者の方々や学生寮のＯＢ、それから、島原の人

材教育に文字どおり寝食をともにして人生をささげてこられた寮長さんたちのお気持ちを
酌んで、来年３月までに、まず移転先を探すと

、移転できれば危険は即回避できます。それから移転して十分な期間を置いて、そして廃
止の議論とか、オリンピックの前の高値で売却

も可能になるかもしれません。そのときは建物は価値がありませんから、今は土地だけで
すけれども、次のときには土地と建物で売却が

可能になるというわけです。再検討の価値ありではないでしょうか。見つからなければい
つまでもというわけにいきませんので、廃止の

方向へ進むというぐらいの、もう１つ譲歩はできないものでしょうか。お答えをお願いい
たします。
 

教育長（宮原照彦君）
　今、議員のほうから御指摘がありました。教育委員会ということで、教育委員会が５人
の委員の合議制という中で、教育委員会の方針

は決まっていくものでございます。
　また、３月の廃止ということでございますが、これも議員のほうから御指摘がありまし
た。0.11ということで、本当に今、地震等が頻

発をし、また南海トラフ、あるいは東京の直下型地震ということがあったときに、何とし
てもまず教育委員会の使命としては、今入って

いる学生寮のまず命ということを大切にしたいと。
　また、この廃止に向けては、本当に保護者の方に誠意を持って、親切、丁寧に、今、学
生寮の置かれている状態をしていきたいと思っ
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ておりますし、また、このことについて、学業に支障が出ないような、いろんな手だても
講じ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）
　今、るる命の重要性、おっしゃられましたけれども、私も命の重要性を思うからこそ早
く避難をさせたがいいんじゃないかと。夏休み

までに起きないということはあり得ないわけですから。だから、僕は移転が先じゃないか
というふうにお話をしているわけです。平行線

のようですので、次の質問に移らせていただきたいと思います。
　富重旅館跡地の件でございます。
　新町の利活用ですけれども、開発公社から市が買い取るというお話は議会で既にありま
した。その後、病院からの譲渡の希望があった

りしていますけれども、今後の計画はどうなりましたでしょうか。教えてください。
 

まちづくり基盤整備部長（高見彰久君）
　新町２丁目市有地の利活用についてでありますけど、まず、７月１日の市議会全員協議
会におきまして、公園計画の対象用地について

御意見をいただき、一部縮小を行ったところであります。見直した公園計画分につきまし
ては、利活用検討委員会における整備要望も非

常に強く、実施する必要性が高いものと判断して、９月17日、全員協議会で整備計画の見
直し案を説明させていただき、現在、実施に向

け、作業を進めているところでございます。
 

３番（生田忠照君）
　病院の話はいかがなっておりますでしょうか。
 

まちづくり基盤整備部長（高見彰久君）
　一部縮小というお答えをいたしましたけど、現在、その用地を、今、開発公社のほうか
ら市のほうに引き取るというような予算を、議

会でもお認めいただきました。そういうことで、現在、市のほうで、それを取得する事務
を進めております。その後、病院のほうに譲渡

したいというふうに思っております。
 

３番（生田忠照君）
　済みません、最後のところだけ、もう一回お願いします。
 

まちづくり基盤整備部長（高見彰久君）
　病院のほうには、公園用地の一部を譲渡し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）
　はい、わかりました。そこのところは、病院のほうに金額等々もあろうことでしょう
し、今後の計画等もあるでしょうから、決まった

ら、また御報告をお願いしたいと思います。
　それでは、関連してお聞きします。
　四明荘の前ですね、ボンジュール博多ですか、あのビルがありましたけれども、その跡
地の解体が終わったようですが、あれは市が購

入したんでしょうか。

まちづくり基盤整備部長（高見彰久君）
　あそこは個人の方が購入をされました。現在、解体工事が済んでいるような状況でござ
います。

３番（生田忠照君）
　東京の個人の方というふうにちょっとお聞きしておりますけれども、観光スポットとし
て非常に重要な通りだと思いますけれども、町

並みの景観とか、家を建てられるんじゃないかと思いますけれども、そういった規制とい
うものはかけられるんでしょうか。
 

まちづくり基盤整備部長（高見彰久君）
　ここには個人の住宅が予定されておりまして、近々のうちに着工されるというふうにお
伺いしております。
　建設に当たっては、まちづくり協定地区において、個人住宅の修景事業に対し助成する
街なみ環境整備事業、これを活用されることに

なっておりまして、鯉の泳ぐまち周辺の町並みに合ったような住宅ができるものというふ
うに期待をいたしているところであります。
 

３番（生田忠照君）
　それは楽しみにお待ちしたいと思います。
　ついでにお聞きをいたします。
　あの通りを僕もいつも車で通るんですけれども、観光客の方にとっても大変危ないと思
うときがあります。迂回路としても、前から言

っておりますけれども、十八銀行の海側の一方通行ですね。この幅員が結構広い通りを両
側から出入りできるようにできないかと提案を

していましたが、検討はしていただきましたでしょうか。

まちづくり基盤整備部長（高見彰久君）
　鯉の泳ぐまちとアーケードの間の道路のことだというふうに思いますけど、まずここの
対面通行の検討はしたかということでございま

すけど、まず、対面通行をするためには、やはり地域の皆様の合意というのがもう一番大
切でございます。まずは、現在、大塩屋の跡地

の予算も議会のほうで認めていただいておりますけど、まずあそこの道路の出入り口のと
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ころですね。十八銀行の下のあたり、あの辺が

狭くなっておりますので、まずそこを整形、道路の整形といいますかね、そこの幅を拡幅
して、形を整えて、そういう対面通行にも対応

できるような、まず形にしたいと思います。その後、鯉の泳ぐまちの交通制限とか、その
上の対面通行については、地域の皆様と話をし

ながら、また、警察等の関係機関とも御相談しながら進めていかなければならないという
ふうに思っているところでございます。
 

３番（生田忠照君）
　地域の方々の意見はどうなんでしょうか。対面通行を望まれているのか、望まれていな
いのかですね。その辺をお願いします。

まちづくり基盤整備部長（高見彰久君）
　まず、やはりこういう鯉の泳ぐまち、観光的に頑張っておられる地域の方々の声は、ぜ
ひそういう制限を、鯉の泳ぐまちの交通制限を

して、上を対面通行にしてほしいというような声は、大きい声はあります。
　ただ、町内会ごとに聞いてみますと、やはり町内会の中には全てが賛成じゃないという
ような声も聞かれるというふうにお伺いしてお

ります。

３番（生田忠照君）
　地域の方が全部賛成じゃないと、やっぱり地域の方の賛成がないと、いろんな事業も幾
ら僕が思ったところで進めるわけにいきません

ので、逆を言うと、その町内会ですね。地元が賛成でまとまればできるということなんで
しょうけれども、その町内会はどの区域の町内

会までが賛成すればいいというふうに理解すればいいでしょうか。あるいは全ての賛成、
同意が必要なんでしょうか。
 

まちづくり基盤整備部長（高見彰久君）
　まず、基本的には上新町、下新町の町内会ですね。これとやはり中堀町あたりも、その
周辺の町内会も、やはり意見は伺う必要がある

というふうに思っております。

３番（生田忠照君）
　それじゃ、僕も議会が終わりましたら、ぜひ町内会を回って意見を聞いてみたいと思い
ます。ありがとうございました。
　それから、４つ目の質問に移りたいと思います。霊南の埋立地でございます。
　ここに関しては、以前の答弁で、市としては、これまでの経過からして買わざるを得な
いだろうということでしたけれども、補正には

上がっていないようです。来年度、予算計上はあるのでしょうか、お聞きします。
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産業振興部長（堀　利久君）
　霊南埋立地の購入に対して新年度のほうで予算の計上をされているかというふうな御質
問でございますけれども、現在、この霊南の埋

立地につきましては、どういうふうな活用ができるかというふうなことで検討を進めてお
りまして、平成26年度の当初予算には、まだ計

上していないところでございます。

３番（生田忠照君）
　例えばの話で申しわけございませんけれども、例えば、雇用が期待できる生産型の工場
ですね。こういったものというのは目的外の使

用になるかと思うんですけれども、そういうものの誘致とかいうことを努力してみたいな
と思うんですが、それは、その土地を、霊南の

埋立地を購入を決定するといいますか、そういう材料になり得ますでしょうか。

市長（古川隆三郎君）
　あの土地につきましては、長年、経緯があって、今般、市としましては、やはり議会の
お智恵もいただきながら、引き続き購入する方

向で検討すべき土地だというふうに考えています。
　それで、今、生田議員がおっしゃるように、例えば、雇用型であるとか、漁業地域であ
りますので漁業の振興にかかわるものであると

か、例えば、今ですと、再生可能エネルギー的なものも、いろんな御意見いただいていま
す。そういったことを勘案して、やはり引き続

き市として責任がかかわる土地であるということで、提案はどしどしいただきながら進め
てみたいというふうには考えます。
 

３番（生田忠照君）
　ありがとうございました。
　僕も頑張っていろいろ探してみたいなというふうに思っております。
　それでは、次の質問に移らせていただきます。
　今回の都市計画の見直しについてでございますけれども、概略をお話いただけますでし
ょうか。
 

まちづくり基盤整備部長（高見彰久君）
　まず、都市計画の見直しということですけど、数年前から、まず都市計画マスタープラ
ンの見直しに着手をしておりまして、考え方と

して、その後、都市計画全体、都市計画道路、都市公園、用途地域も含めて見直しをした
いというふうに申しておりました。そういう中

で、まず、都市計画道路について、先行して、現在、見直しに着手しているところでござ
います。
 

３番（生田忠照君）

ページ(9)



20131209.txt
　もう少し詳しくお話を聞きたかったんですが、いろんな部分の見直しがあっていると思
うんですが、ポイント的なものは何かございま

すでしょうか。
 

まちづくり管理グループ長（渡辺浩明君）
　都市計画道路の見直しにつきましては、地元説明会も行い、市民の方々からの御意見を
伺いました。その中では、霊南山ノ神線は国道

部分、また、総合運動公園と結ぶ部分までぜひとも完成をさせていただきたい。また、長
池三会線につきましても、通学時の安全性に非

常に大きく寄与するものであることから整備を進めていただきたい。また、親和町湊広場
線につきましても、外港地区における交通問題

を大きく解消するものであるということで、非常に強い要望が寄せられたところでござい
ます。
 

３番（生田忠照君）
　どうもありがとうございました。
　霊南山ノ神線といっても、なかなか市民の方はどの部分を言われているのかがよくわか
らないというようなお声を聞きます。
　それで、僕のほうからも少し具体的にお話をしたいと思うんですが、眉山トンネルが皆
さん御存じのように開通して、道路は開通しな

いと意味がないなと、改めて実感をしておる次第です。
　市内においても、２カ所ほど個人的に計画を進めてもらいたい。早くほがしてもらいた
いというんですか、あります。郵便局の本局で

すね、先ほどちょっとお話が出たようですが、郵便局の本局から国道側へほがすというこ
とです。それから、本局から白土湖側のほうは

かなりもう進んで開通の予定でございますので、あそこをとにかく国道側から真っすぐほ
がしていただきたい。
　それから、第一小学校の前から北門まで真っすぐ通りがありますけれども、そのところ
もドラッグストアモリのところでくっと曲がっ

ていますので、あれも北門まであと少しですので、ぜひあれもほがしてもらいたいとい
う、２点ですね。
　自分としては、やっぱり道路は開通しないと意味がないので、とにかくああいう、いま
一歩というところは、優先順位を上げてやって

いただけないかなという思いがあります。
　この２路線の進捗状況と意気込みを教えていただきたいということと、用地交渉の専門
の部署というのはあるんでしょうか。以前は開

発公社にＭさんという方がおられて、僕もいろんな土地交渉を一緒にやってまいりました
けれども、そういった専門の方はいらっしゃる

んでしょうか。

まちづくり基盤整備部長（高見彰久君）
　まず、２路線ですね。霊南山ノ神線、先ほど郵便局から東西のほうの話ですけど、ま
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ず、郵便局から白土湖の通りまで、これが完成間

近という状況です。その後、もう説明会もいたしましたけど、それから山手のほうに進め
るように、まず今、事務を進めているところで

ございます。まず、この霊南山ノ神線については、上のほうに西側に向かって進んで、そ
の後、東側にというふうな考えでおります。
　それから、大手北門線の北門付近の整備ですね。これにつきましては、やはり北門交差
点が現在、変則の５差路という状況になってお

りますので、この解消にも、つながるものというふうに思っておりまして、ぜひこれはも
う進めたいというふうに思っております。
　それから、用地交渉の担当はということですけど、現在、開発公社の職員とまちづくり
基盤整備部の用地の担当で対応をしているとこ

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。
　霊南山ノ神線がたび重なる陳情の成果だと思います。前に進み出したということは大き
く評価をしていいんだろうと思います。
　僕としては、ほかにも攻めの都市計画という形で質問させてもらっていますが、続け
て、見直しも結構なんですが、前から申し上げて

おりますダイエーから白土湖通りまでの、いわゆる水頭線という線がありますけれども、
そこが一方通行になっております。一部ですね

。アーケードまで。ここを両側通行へ拡幅するということが、新たに都市計画道路として
整備するお考えはないのか、ここをちょっとお

聞きしてみたいと思います。
 

まちづくり基盤整備部長（高見彰久君）
　今、中心市街地の真ん中ですね。水頭の通り、市道堀町縦線といいますけど、この拡幅
整備はどうかということですけど、やはり市の

中心部において、国道251号と市道の外港大手広場線をつなぐ道路として役割は大変大き
いものというふうに認識をいたしております。
　ただ、都市計画道路として整備をするという場合、道路構造令で申しますと、路肩、歩
道、車道含めて14メートル程度が必要になりま

す。これは若干は縮小できると思いますけど、そういう部分、広さが要るという状況で
す。そういう中で、あそこの場所を見てみますと

、両側に家が今張りついている状況もございます。その中で、都市計画道路としてはどう
かというふうに私は思っておりますけど、例え

ば、一般の道路整備事業、これで整備をしていくにしても、この道路整備には、やはり地
域の方々の協力がどうしても必要不可欠でござ

います。そういうことで、地域の方々の御意見もお伺いしながら、検討を進めていく必要
があるというふうに思っております。
 

ページ(11)



20131209.txt
３番（生田忠照君）
　どうもありがとうございました。
　今のお話を聞いて、僕も認識を新たにしましたけれども、やはり都市計画道路になると
ちょっと難しいかなと今思いました。
　ただ、道路の整備については非常に重要性を感じていただいているみたいですので、あ
の道路を両側通行にするということが、あの地

域の活性化に必ず寄与するものと信じております。重要なエリアでもございますし、ぜひ
優先順位を上げて取り組んでいただければなと

思います。寿屋があり、それからエレナになり、そのエレナももう解体をされて広大な空
き地になっていると、見るに忍びないところが

ございますので、あの道路を起爆剤にして、あの辺の活性化に僕も頑張っていきたいなと
思っております。
　最後に、都市計画や用途地域に関連してなんですけれども、三会の郊外に計画中の郊外
型店舗、トライアルというものがございますけ

れども、この進捗状況について、何か御存じでしたら教えていただきたいと思います。
 

産業振興部長（堀　利久君）
　三会の郊外のほうに株式会社トライアルの出店の話があったところの経緯というふうな
ことでございます。
　当初は平成24年の８月にヤマダ電機店の西側にそういうふうな検討をしているというふ
うな第一報が入りまして、駐車場について相談

を受けております。
　平成25年の１月に出店の概要の説明と、あと交通量の調査、出店について事前に説明が
あっております。その中で、一応警察署のほう

に事前相談に係る意見聴取を行うということで終わっておりました。
　それから、平成25年の３月に島原警察署のほうから出店概要について直接聞き取りをお
伺いしたいということで、トライアルの担当者

と警察署のほうで調整をしております。
　それから、平成25年の４月に、なかなか用地交渉が難航しているために出店配備の修正
が必要になるということで、ちょっと時期的に

おくれるというふうな報告があっております。
　その後、平成25年の５月に島原新聞のほうからの取材で、この辺で何か公表できるもの
があるかというふうなことであったんですけれ

ども、まだ計画が具体的に進んでいないし、計画の変更も余儀なくされているというふう
なことで、公式な公表はちょっとできないとい

うふうなことで、その後、現在、平成25年12月まで、特に動きというのはお聞きしていな
いところでございます。

３番（生田忠照君）
　はい、ありがとうございました。
　トライアルについては、話は前から、もう用地はまとまったと聞いておりまして、その
後、なかなか進まないものですから、開発申請

自体は、まだ出ていないということですね。
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産業振興部長（堀　利久君）
　現在、計画は出ていないところでございます。

３番（生田忠照君）
　はい、わかりました。どうもありがとうございました。
　50年前につくられた島原の未来予想図ですね。これが都市計画だろうと思います。驚く
ほど、そのとおりにまちが発展してきておりま

す。しかし、少子・高齢化や財政難のあおりを受けて、現実と合わなくなってきているた
めの見直しじゃないかなと思います。計画の変

更や中止のみならず、将来を見据えた新たな計画、いわゆる攻めの都市計画を期待して、
次の質問に移らせていただきます。
　次は、子供クラブ時代によく通いました保養センターについてでございます。
　かんぽの宿になって、閉鎖、それから解体をされて、そのままになっておりますけれど
も、経過を教えていただけませんでしょうか。

市長公室長（松下英爾君）
　かんぽの宿島原についてでありますが、これは昭和42年の２月に開業をされておりまし
た。かんぽの宿島原につきましては、日本郵政

公社時代の平成16年７月に建物の改築の実施が決定をされ、平成17年３月には、そのため
に施設を休館されたところでございます。その

翌年、平成18年２月には郵政民営化が具体化し、先行きが不透明になったとのことで改築
の実施期間を先延ばししたいという旨とともに

、休館中の施設の耐震不足による安全確保を理由に施設を取り壊したいとの説明がありま
した。市としましても、そういう事情であれば

ということで、やむなく取り壊しを受け入れたところでございます。
　その後、平成21年７月に、本市と同様に休館中のままとなっている施設を持っておりま
す京都府舞鶴市、そして新潟県柏崎市との合同

で、また平成24年２月、そして11月には、島原市独自で改築実現に向けた要望を行ってき
たところであります。そのような中、本年10月

１日に、日本郵政株式会社の役員の方が、かんぽの宿の状況説明のため本市を訪問され、
かんぽの宿事業については、全国70カ所のうち

、赤字の宿は閉鎖し、用地等については、各自治体と売却等の協議を行わせていただきた
いとの説明があったところであります。このこ

とを受けまして、本年10月25日開催の市議会全員協議会において、これまでの経過等を御
報告申し上げたところでございます。その際、

市議会全員協議会において御指摘があっておりました京都府舞鶴市、そして新潟県柏崎市
との話し合いにつきましては、両市と本市で合

同要望を実施した平成21年当時と日本郵政株式会社の状況や国の状況等も変化しており、
現段階での要望活動については、両市について
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は考えていないということでございました。
　しかしながら、本市におきましては、建てかえを前提にやむなく取り壊しを受け入れた
という経緯もあり、過去の経緯等も踏まえた上

で、改めて舞鶴市、柏崎市、両市に対し、建てかえ実現に向けた３市合同での要望を働き
かけるとともに、市議会へも十分御相談をしな

がら、国や日本郵政株式会社に強く要請してまいりたいと考えております。

３番（生田忠照君）
　どうも御丁寧な説明ありがとうございました。
　平成16年の夏ごろでしょうか。それから考えますと、いろいろありましてから、もうす
ぐ10年がたとうとしております。今現在、社長

がまた変わられてから、ここがまた動き出したということでしょうけれども、民営化した
から、収支が合わない事業だからということで

、いろんな問題が起きてきているみたいですけれども、到底これには私ども納得はいかな
いところでございます。約束は守れませんと、

建てかえが前提で解体をしたんですから、その約束を守っていただきたいと。それについ
ては地元で買ってもらえませんかと、お金出し

て買ってくださいよということなんでしょうか。とても私自身も納得いきませんので、市
長におかれましては、このことについてはどう

思われているのかお聞きしたいと思います。

市長（古川隆三郎君）
　まず、一言で言いましたら、国がその解体をすると、ただし建てかえるということが前
提で始まったことであります。それが、郵政民

営化ということで民間会社に変わったといえど、私たち地方自治体は、やはり国のことを
よりどころにしている以上は、とても小さな自

治体といえども、その国との約束というのは大事にしていただかなければ、自治体として
の、末端の自治体の存在価値すら僕は否定され

るような気がしていますので、この件につきましては、舞鶴と柏崎のほうにも一緒になっ
て抗議といいますか、そういった要望活動をし

たいということを申し上げましたところ、余り反応がひとつ向こうのほうはよくないで
す。調べてみましたら、非常に土地が狭かったり

、もう山の中の山林のようなところで、活用が限定されているというような、３市とも事
情が違っていました。うちの場合、約１万6,000

平米あるんですよ。ですから、うちあたりの自治体で、これを一体的に使うとなれば、そ
れなりの経費が必要ですし、それなりの大義名

分が必要ですので、この件につきましては、市議会とも相談しながら、特に国政の関連
が、総務省あたりが指導官庁になるわけですので

、地元選出の国会議員の方や、また今日までいろいろ御心配して、また国政の場でも発言
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をいただいている国会議員の先生もいらっしゃ

いますので、そういったところにも御相談をしながら進めるべきだろうと思います。
　なお、ただいま日本郵政株式会社に対しまして、自治体として相当のやはり検討するべ
き時間も必要ですので、当然こちらに当分の間

、時間の猶予を与えてほしい旨のまず返答をするように、今、手続を行っているところで
あります。

３番（生田忠照君）
　今の答弁を聞きまして安心をいたしました。このことに関しては、今おっしゃられたよ
うに、建てかえるという条件で解体したわけで

、その事実があるわけですから、おっしゃられたように、地元選出の強力な先生方にも御
協力いただきながら、ぜひ10年の節目でござい

ますので、何とかよい結論を導き出していただきたいと思います。
　それでは、最後の質問に移ります。
　高規格道路ですね。道路ばかりやっておりますが、高規格道路の進捗状況についてです
けれども、今のところ、地質調査は完了してい

ると、測量は地権者の同意がもらえずに未着手だと、測量ができないから３月までに正式
ルートの発表は難しいだろうなと、具体的な替

地や金額などの用地交渉にも進めるはずはありませんよねというのが、私の現状の理解な
んですが、ここで質問させてください。
　９月の答弁で、ルートの変更や農業振興策について県にお伝えをしているというふうに
ありましたけれども、答えはありましたでしょ

うか。
　また、副知事は、７月17日、急遽来るのが延期になって以来、現地視察にその後おいで
になりましたでしょうか。お願いします。
 

市長（古川隆三郎君）
　前回、９月の議会にも議員からの同等の発言、お尋ねがありまして以降、特に有明地区
の農業者の方々の声を、機会あるごとに県のほ

うにお伝えをしてまいりました。その中で、ルートにつきましては、やはり実施主体であ
る県が明確に示すべき立場だと思います。その

中で、私のほうに何回かいろんな交渉で来られる中に、10月27日に県の道路課長がお見え
になられまして、その際の話の中では、現在示

している150メートルのルート帯の中でやっていきたい旨の報告があっております。そう
いうことや、たびたび県や、また県議会にも要望

をしておるわけですが、大変ルートの変更については、私の立場からも難しい状況である
と判断をせざるを得ない状況であります。
　それから、副知事はまだお見えでございません。先般、山之内の説明会の折にも、７月
11日に副知事が来るようになっていたが、その

後どうなっているんだというお尋ねがありましたので、私のほうから市長という立場で、
正式に副知事に来ていただけませんかという要
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望を、その場でも申し伝えたところであります。
 

３番（生田忠照君）
　どうもありがとうございました。
　なかなか用地交渉というのは本当に難しい話でございます。
　私も20年、不動産屋として、北門を初め道路交渉は少しはしてきたつもりでございま
す。この用地交渉に臨む市長の基本姿勢、覚悟た

るものを、きょうはちょっとお聞きしてみたいと思いますが、自分の土地に勝手に線を引
かれるということで、引かれたほうはもうたま

ったものじゃないわけです。しかし、いつかは無理をお願いしなければならないと、そう
しないと道ができないということも皆さん御存

じのはずなんです。ここの土地に関しては、県下で１番、農業生産ですね。その１番を何
年も続けているという、議会でも一般質問あり

ました。また、農地を150メートル、10ヘクタールも農地を潰すという計画ならば、これ
はやっぱりそれ以上の農地をつくる。あるいはま

た、農業収入を今よりも、最低でも今と同じ、それよりも以上の農業収入を保障しなけれ
ば、誰が協力するんでしょうか。それがもう前

提だと思うんですよね。嫌われ役を本当にトップがやらなければ、誰がやるんでしょうか
ということです。いい顔ばかりはできないんじ

ゃないでしょうか。
　今からの質問に市長がお答えいただきたいと思います。
　測量をしなければ何も進みません。それからの提案は、今より絶対いい状態に必ずいた
しますので、私を信じて、まず測量をさせてく

ださいと、測量に同意してくださいと、前に進むにはもうそういう時期に来ているんだと
思うんですが、いかがでしょうか。
 

市長（古川隆三郎君）
　生田議員おっしゃるように、個人の土地に道路の線が引かれるということは、自己の財
産のいろんな侵害だとか、権利のこともありま

す。
　ところが、公共として、そのことを全体の市の発展やいろんなことでお願いする場合
は、当然今後も出てくると思います。その上で、

有明地区のあの大農業地帯に、今回、道路が150メートルの幅でありますが、示されたこ
とは、農業者にとりましては本当に今後の生活基

盤を奪われるような気持ちの声がいっぱいあります。特に払山地区では農業後継者がたく
さん育っています。そして、専業農家がかなり

あります。そしてまた、山之内地区や出口地区、いろんな状況は違いますが、やはり農業
で生活を立てていますので、この道路の進捗に

つきましては、農業を絶対後退させない。あるいは道路を通すことによって、さらに大型
化であるとか、後継者が今後、農業に夢を持て
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るような農業農村地帯が実現できる。そんなことをやはり提言しながら、道路の計画を進
めるべきであると思います。
　今、生田議員がおっしゃいました。私を信じて測量だけはまずさせてください。きょう
は本会議の議場でありますが、その言葉、全く

私から発することに何もやぶさかでありませんので、どうか該当される有明地区、それか
ら三会地区の出平－有明間の農業者の方々には

、誠心誠意、私も正面から、今回の説明会にも、私、払山、それから山之内地区、参加を
させていただきました。遅くまで厳しい御意見

もたくさんいただいておりますが、絶対に有明地区、島原地区の農業の発展に寄与する道
路を実現させていただきたいと思いますので、

私からも、ぜひ測量をして、そのまず一番入り口の御同意をいただけるように、その集会
でも頭を下げてきましたし、その思いでかかわ

っていきたいと思います。

３番（生田忠照君）
　僕の心に、今、市長の覚悟がしっかりと伝わってまいりました。どうも本当にありがと
うございました。これは大変な御苦労が伴うこ

とも、自分もやっているからこそ十分理解しております。もう逃げたら、逃げ道しか残ら
ないという言葉がございます。どうか市長の誠

意が届きますよう心から祈っております。
　私も、自分が納めた税金が、あの道路ができれば自分も恩恵をこうむるわけですから、
どんどん使ってもらって構いません。ですから

、あの道路を、ぜひ今の市長の覚悟の上で進めていってもらいたいと思います。
　質問時間もなくなってきたようでございます。最後になりましたけれども、来年も行政
と一緒になって、この島原が少しでもよくなる

ように一生懸命働くことをお誓い申し上げるとともに、この１年、大変お世話になった市
民の皆様がよいお年を迎えられることができま

すようお祈り申し上げ、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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