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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、生田でございます。早いもので、この６月議会
で丸３年を迎えます。任期は４年ですので残り

１年、しっかり働きたいと思います。
　それでは本題に戻り、通告に従い、３つの質問をさせていただきます。
　まずは、廃止条例が議案提出をされております東京学生寮問題、２つ目は、島原が誇る
伝統行事、精霊流しの活性化策について、最後

は、人口減少による過疎地域指定を受け打開策はあるのか、その人口増加策について、私
の持ち味の提案型で質問をしたいと思います。
　市長様を初め、理事者の方々には答弁のほどよろしくお願い申し上げます。
　さて、１つ目の東京学生寮廃止問題についてであります。
　市議会議員全員に、この学生寮を存続させる会の方からこういったお手紙──３枚です
ね。（現物を示す）お手紙をいただきました。

連日、島原新聞にも意見広告が出ております。
　これはきょう付の島原新聞でございます。（現物を示す）一部読んでみたいと思いま
す。
　東京学生寮の存在意義について。その２というところなんですが、所在地は、今や東京
の住みたいまち人気ナンバーワンに輝く吉祥寺

、一度手放すと、二度と入手が困難と思われる交通至便で──交通が便利でと。住環境に
も恵まれた一等地を取り壊し売却してしまうの

は余りにももったいない話です。島原市の貴重な資産として、この人気の土地を所有して
いるだけでも十分価値があり、立派な存続の理

由となり得ますと。いろんな存続の理由が書いてある中の１つを御紹介いたしました。
　私は保護者会にも出席をさせていただきました。そのときに議会でこの問題について真
剣に議論をしてほしいと言われましたが、実は

連合会派11人──その当時ですね。11人の議員は、既に３年前に東京学生寮を視察に行
き、現地の不動産屋さんとも会い、存続の道を模

索しておりました。学生寮が果たしてきた重要な役割を理解する上で、３年間、行政に対
して危険性はもちろん就学の機会を奪ってはな

らない点などについても、十分な検討をしていただくように言い続けてきたと思います。
　また、このお手紙の中の興味深い部分をもう１つ御紹介したいと思います。市民優先と
言うのなら、まず安全を保障した上で廃止を含

めた方策を議論し、示していくべきではないかという文言です。
　私も前回の議会で、今、梅雨のシーズンですけれども、裏山がいつ崩れてもおかしくな
いような家に住んでいるおばあちゃんの話を例

に出して説明をいたしました。
　皆さんならどう言われますか。危なかけん、そっから出て安全な場所に逃げてと、違い
ますか。その人の命が心配なら逃げてと、これ

が一番だと思うのです。
　そこでまず、２つお聞きをしたいと思います。
　きょうのきょうまで島原市がそれをやらないということは、どう言いわけしようが結果
として、まだあそこの建物は大丈夫やろうとい

うようなレベルの危機感であることを示していると思いますが、いかがでしょうか。
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　そして、もう１つ、３月議会で、くどいくらいに学生寮廃止の条例を先に出して、市民
の代表である議会で議論、採決しようと訴えま

したけれども、結果は、学生が出てしまった９月に廃止案を出しますと、一歩どころか頑
として引かなかった。ところが、この６月には

、条例廃止を出してきた。島原市はおかしいんじゃないですか。私は、これで公に議論を
できるのでよかったと思う反面、この変わり身

は何が原因なのか、３月議会後の経過を教えていただきたいと思います。
　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）
　皆さんおはようございます。生田議員からの御質問でございますが、所管が教育委員会
にかかわるものであります。一問一答でござい

ますので、教育長のほうより答弁をさせますので、どうぞよろしくお願いをいたします。
 

教育長（宮原照彦君）
　まず最初に、教育委員会としての方針そのものが実際の診断結果が出てから今日まで決
められなかったということについては、まず、

大変御迷惑をおかけし、申しわけなく思っています。
　また、東京学生寮の３月議会後からの経緯についてでございますが、東京学生寮は、震
度６強の地震で倒壊の危険性が高いことなどか

ら教育委員会で廃止の方針を出しまして、平成26年８月末の猶予期間までの退寮を今、お
願いをしてきたところでございます。
　東京学生寮設置条例を廃止する条例につきましては、これまで入寮生全員の退寮につい
ての同意が得られた後に議会に提出するとの説

明を行ってまいりましたが、平成26年３月定例市議会で、移転補償費として１人当たり20
万円、平成26年４月臨時市議会で、家賃補償費

として１人当たり月額２万円の補正予算とあわせまして、島原市の奨学金と他の奨学金と
の併給を可能にする条例改正を承認していただ

きました。
　その後、これまで保護者の皆様方に対して家賃補償費の説明並びに補償費の請求のため
の書類を持参し、各世帯を訪問させていただき

ましたが、退寮についてなかなか御理解が得られない世帯がございます。
　これらのことから、倒壊の危険性が高い学生寮から退寮の猶予期間までに退寮していた
だくために今回、６月市議会に東京学生寮設置

条例を廃止する条例を提出させていただいたところでございます。
 

３番（生田忠照君）
　最初は、たしか８月末までに期限を区切ると、出られない方もいらっしゃるから困らす
だろうというようなことで、そこを心配して廃

止条例は出せないんですよという説明があっていたと思います。これだけ聞きますと、そ
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こまでやっぱり配慮をされるのかと、危なか建

物なのに優しかねと、優し過ぎるとさえ僕は思いました。８月末までに出てくれるだろう
という、もしかしたら甘い読みだったのかもし

れません。存続にかける関係者の思いがここまで強いとは、そこまで予想できなかったと
いうことでしょう。
　避難する場所を用意できなければ、今の建物を安全なものにしてくれと、補強してくれ
となるのは、僕にとっては自然な話だと思いま

す。
　なるほどと思える提案もされております。
　手紙の中には、耐震補強の修繕費として、合併特例債を使えば1,675万円の市の負担で
済む。さらに、支援者の寄附やふるさと納税の申

し出もあり──確かに僕の知った人も言われています。もっと市の負担も減らせるという
提案です。自分たちも修繕費、加勢するけんと

いうような思いでしょう。これについてはどうお考えでしょうか。
 

教育次長（寺田集施君）
　存続させる会からは、そういう新聞に掲載されております。合併特例債の使用について
は予算の関係になりますので、こちらとしては

あれなんですが、実は建物自体を耐震診断された設計士の方に、私たち去年11月、それか
ら教育長も、ことしになって話を伺っておりま

す。その話の中ではですね、この建物自体の老朽化というか、それはもう到底、例えば筋
交いを入れるとか、そういう応急的な対策では

ちょっとできない部分があります。0.11という方向と0.7ぐらいの両側２つの方向がある
んですが、建物自体とすれば、もう0.11なんだと

いう、そういう言い方もされていました。増築と改築を繰り返してきたために頭でっかち
な、そういう建物になってしまっている。耐用

年数がもう過ぎ過ぎているというような、そういう言い方もされまして、直下型地震があ
った場合はもう間違いなく倒れますという、外

側からの補強をするとした場合、内側からの補強ではできないので外側から、新たに外部
に基礎をつくる必要がある、この建物について

はつくる必要があるんだけれども、建ぺい率の問題であるとか容積率の問題があってです
ね、それが認可できるのかというのもちょっと

疑問があるというような、そういう言い方をされています。
　そういうことから、教育委員会としては、この設計士の方も改築というのは現実的では
ないと、補修をしてからの使用についてはちょ

っと考えられないことなんだと。するとすれば、建てかえしかないというような、そうい
う言い方もされていましたので、私たちがそう

いう角度から昨年、教育委員会としては方向性を出して、それで３月までですね、現在の
ところ、そういうことでお願いをさせていただ

ページ(3)



20140610.txt
いているということであります。
　先ほど言いましたように、応急的な対策ではもう到底できないというようなお話だった
ので、私たちは廃止の方向を出させていただい

たということであります。
 

３番（生田忠照君）
　次長よくわかります、僕も建築屋でございます。３年前に行ったときの状況はわかりま
すし、設計屋さんは知人でもありますから、よ

く話をしました。そういう話を聞く上でですね、保護者の方にできるやろうもんとしか言
われなければ、これはもう平行線。
　ただ、僕は、ほかに物件があれば買いかえてと、そこに移ってというようなことを言い
ましたけれども、自分ではその案がいいと思っ

ていても、やはり過半数の方がそのことを認めるということでなければ、正しい結論を導
き出せないということで補償というようなです

ね、父兄の負担をというような流れになってきたと、そういうふうに理解していいですか
ね──わかりました。
　僕は、もう１つ保護者会に参加したときに、市長は一度も会ってくれないんですよと保
護者の方が言われておりました。それはまた何

ででしょうかというような話をしたんですが、今回、廃止条例を行政側が出してきた以
上、今度は教育委員会の所管云々と言うんではな

くて、そのトップである市長が説明の責任を果たすべきで、保護者会にも出席されたそう
ですが、保護者の要望と納得をしていただけた

のか。
　また、維持管理費用に関しましても具体的な提案があっています。維持管理費用にいっ
ぱいお金がかからないように、私たちも頑張り

ますというような保護者の声が聞こえてきたと思うんですが、行かれてどうだったのか、
市長のお考えをお聞かせください。
 

市長（古川隆三郎君）
　私に会いたいという話は直接的に僕に届いてはおりませんでした。人を介して、そうい
った話を言われているらしいということは人づ

てに入っていましたが、それも聞いた以上はそういう申し出があったんだろうと思いま
す。
　その上で、先般、保護者会が開催されるということで私、出席してきました。直接、保
護者の方の意見を拝聴してまいりました。
　一言で言いまして、３年前の３.11、日本を揺るがすようなあの大震災があったとき
に、既に0.11という、この限りなくゼロに近い耐震

診断が出ておったこと、それから、２年半余り本当に一定の方向を見出せなかったこと、
昨年の秋から保護者の方、そして入寮されてい

る方にとっては、大変厳しい選択肢であるかもしれませんが、ことしの３月で廃止の方向
を打ち出されたこと、これにつきましては、今
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入っている子供たちと保護者については本当に唐突な受けとめ方をされていますので、そ
のことについては率直に、私のほうから大変御

迷惑をかけているということを申し伝えたところであります。
　そして、本当に教育委員会が先送りをしないと、もうこの問題をいたずらに先送りする
よりも、やはりあの建物の様子、それから子供

たちの身の安全、これを考えた上で、こういう議案やいろんなこれまでの提案をされてき
たこと、私は、一定の理解ができるということ

も申し伝えました。そしてその上で、保護者の方々がどうしても市長の権限で何かができ
ないのかとおっしゃいますが、これははっきり

と、教育委員会という独立した行政機関であり、そのことは尊重せざるを得ないというこ
とも申し伝えておりました。本当に私としては

、やはり子供たちの命や安全が優先されるべき施設であると思いますので大変心配もして
いますし、教育委員会がこれまでとられた行動

を私としては一定の評価、そして、この問題をこれ以上先送りするべきではないというこ
とを申し伝えてきたところでありました。
 

３番（生田忠照君）
　ありがとうございました。
　お話を聞いていますとね、その教育委員会が出した結論、自分は市長だけれども、向こ
うを尊重しているというようなお話にどうして

も聞こえる。しかし、僕らは思うんですよね、市長は学生寮を残したいということであれ
ば、また流れは変わると思うんですよ。しかし

、もうこの問題は先送りしたくないと言われた今の市長であるならばですよ、教育委員会
が考えらすことはもっともだと、自分もつらい

ことだけれども、私も本当にそう思いますと、申しわけないというようなことを今言うべ
きじゃなかろうかと思うんですが、何かこうま

だ僕は期待してしまうんですよね。その辺どうでしょうか。
 

市長（古川隆三郎君）
　さっき言いましたように、行政として、例えば、建築とか、福祉だとか私にかかわる問
題、それから教育委員会が独立制ということ、

これは大きな前提であり、私が介入できる部分とできない部分はあります。
　しかしながら、過去のやりとりの中で言いましたように、私自身が昨年の５月に出張の
折に東京学生寮に初めて寄らせていただいて、

私の想像以上に非常に古い建物であったこと、そして、そのときに寮にいた子供たちに様
子を聞きましたら、建物自体がぎしぎしと揺れ

て、その地震になれてしまいましたという言葉を聞いてびっくりしたこと、そして、寮母
さんがあの３.11の災害の発生時点で外に出てい

て、間違いなくこの建物はぺしゃんこになっていると思って慌てて駆けつけたら、辛うじ
て残っていた、そういうことを判断した時点か
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ら、まずもって、この建物に子供たちの命を今あずかる状況であるのかどうか、そのこと
については、あの建物で今子供たちがいること

は、私は適切ではないという判断をしているところであります。
 

３番（生田忠照君）
　ちょっとつらい質問であったかもしれませんけれども、やっぱりどうしてもね、つらく
てもリーダーは決断していかなきゃいけない、

その立場になられる市長も大変だとは思いますけれども、どうかわかりやすい短い言葉で
伝えていく議会にしていただきたいなと思いま

す。
　次なんですが、もう１つですね、仮にこれ廃止が決まったとして、この土地は公の目的
を失うわけですよね、学生の修学の場という。

それで、そうなったらやっぱり課税の対象にもなるんじゃないかと思うんですが、いかが
でしょうか。
 

教育次長（寺田集施君）
　現在、学生寮につきましては固定資産税のかわりと言っては何なんですが、国有資産等
所在市町村交付金というのを支払っております

。これにつきましては、公共の建物、施設なので、それについては課税されないんです
が、学生寮という立場上、寮費をいただいており

ます。そういうことから固定資産税にかわるものとして、先ほど言いました国有資産等所
在市町村交付金というものを支払っております

。これは、平成26年度の金額が32万3,700円で、これは現在支払っておりますけれども、
学生寮が廃止になった時点で学生寮でなくなる、

寮費をいただくということがなくなりますので、先ほど言いました交付金についてはもう
支払う義務がなくなるということになります。
 

３番（生田忠照君）
　逆になくなるわけですね。僕は、その目的がなくなったので課税が大きくなるのかなと
思ったんですが。
　なぜかというとですね、社会福祉法人を例に出すなら、福祉事業をやっている限りは非
課税なんですね。しかし、例えば、駐車場に貸

したりとか、そういう、別の事業をやると固定資産税が全てかかります、100％。だか
ら、今回目的もなく土地を持って、そして、売って

も譲渡税が払わなくていい行政の土地ですよね。
　値上がりしそうな土地をですよ、その辺で買いあさって──買いあさってて言葉は悪い
ですけれども、買ってですよ、そして売れば、

この修繕代ぐらいがすぐ出てくるのはそう難しい話じゃないと思うんですけどね。固定資
産税はかからない、売っても税金を払わんでい

い、何かそれが難しくはないと思うんですけど、いかがですかね。
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教育次長（寺田集施君）
　学生寮の寮自体は、寮としての機能がなくなれば、先ほど言いましたように、課税をさ
れない非課税ということになります。例えば、

駐車場にしたりとか、店舗にしたりする場合は、今度は逆にかかってくることになりま
す。
　土地を売却した場合については、その税金については非課税ということになりますの
で、先ほど議員がおっしゃったように、そういう

ことで、非課税ではあるんですけれども、現在、教育委員会としては、寮自体の危険性と
いうものがあって、寮生の方に出ていただくと

いうところまでを考えておりまして、その後については、現在のところは考えていないと
ころであります。
 

３番（生田忠照君）
　今の税金、間違いないんですよね。間違いないですね、今の答弁はね。はい。
　この学生寮ですよ、維持してきたのは全て市民の税金、国民の税金ですよね。廃止して
今のところは、先考えていないということなん

ですが、その土地を仮に廃止を上げた、廃止になった、仮になったときに先の先まで、そ
の土地をどうするのかまでやっぱり考えてそう

いう廃止案というかな、仕事を進めてもらいたいと思うんですよ、先のことは、それから
ゆっくり考えますじゃなくて。僕は、そういう

仕事の進め方をしていただきたいと思います。その点については教育厚生委員会での議論
に注目をして、これからの採決に臨みたいと思

います。
　それでは、次の質問に移らせていただきたいと思います。２つ目は、精霊流しの活性化
についてという質問でございます。ちょっとパ

ネル出します。（パネルを示す）
　これは、よく皆さんが新聞等で見られる初盆宅の「灯籠お断り」ですよね、そういうふ
うな広告でございます。
　まあこれが、僕は島原に20年前に帰ってきましたけれども、新聞に出るようになって驚
いたのをよく覚えています。
　また、１年がたつのが非常に早いものです。昨年の６月の議会で、実は精霊船のことを
質問いたしました。
　まず、お尋ねをします。その内容について記憶に残っておられるでしょうか。現状の認
識、精霊流しが衰退してきた理由についてお考

えをお聞かせください。お願いします。
 

産業部長（田上伸一君）
　精霊流しの現状についてでございますけれども、昨年も質問をいただきまして、議論を
しているところでございますけれども、現在の

状況でございますけれども、平成10年以降の精霊船の隻数におきましては、平成14年の
150隻をピークにその後、年々減少しておりまして
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、昨年におきましては、66隻となっております。
　精霊流しにつきましては、島原の乱の史実を背景に約300年もの長い間受け継がれ、島
原独特の切子灯籠を飾った精霊船の華麗さや伝統

において全国にも類を見ないと言われており、本市を代表する伝統行事でありますので、
精霊船の隻数が減少している現状につきまして

は、大変危惧をしているところでございます。
 

３番（生田忠照君）
　去年の質問については軽く流されましたけれども、内容がですね、はい。よろしいです
か。

産業部長（田上伸一君）
　失礼しました。衰退してきた理由ということでございます。
　その衰退してきた理由につきましては、大きな理由といたしましては、担ぎ手の人員確
保が難しくなっていること、それから、精霊船

を出すに当たり相応の経費がかかること、わらなどの材料の確保が難しくなっていること
に加え、つくり手の高齢化が進み技術を継承す

ることが難しくなっていることなどが、精霊船の隻数が減少している主な理由と考えてお
ります。
 

３番（生田忠照君）
　去年の内容について、僕がしゃべると時間が足りないのでしゃべってほしかったんです
が、実は去年の不知火まつりと関連して、ちょ

っと予算のことを聞いているんですよね。しまばら温泉不知火まつりに670万円の補助
金、それから、精霊流し行事の実施協議会のほうに

340万円とのことだったわけです、補助金がですね。応援をする支援金ということです
よ。
　島原を代表する祭りに出る船の数は、今、お話聞きましたように半分以下に減っている
と。その現状が寂しくてですね、市長答弁には

、かなりの時間をかけて議論をしたというふうにお答えだったわけです。きょう議事録も
持ってきていますけれども、そう書いてありま

す。また、黙って見ておくのではなくて、何らかのアクションを起こす考えで進みたいの
で、御協力をお願いしますとまでおっしゃって

おります。
　そこで、お聞きします。
　今のデータの分析や、その結果、何が原因で衰退してきたということに関しては、今４
つほどお聞きしました。その原因に対してです

ね、ことしからどのような問題解決策、活性化策をお考えか教えていただきたいと思いま
す。

産業部長（田上伸一君）
　精霊船の解決策についてでございますけれども、先ほど問題点を申しましたですけれど
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も、その解決策につきましては、担ぎ手の不足

につきましては台車を使って精霊船を運ぶことで、負担が軽減されることがございます。
それから、つくり手の技術の継承につきまして

は、精霊船のつくり方をマニュアル化することで後世に伝えていくこと、それから、伝統
行事を継承していくためには子供のころから精

霊流し行事を体験し、身近に感じさせること、１つの町内だけで出すのが難しい場合は、
隣接する町内会、自治会で精霊船を出すような

機運を醸成することなどが活性化への手がかりになるのではないかと考えております。
 

３番（生田忠照君）
　なるほどですね、担ぎ手、経費、それから材料確保、つくり手不足ですか。主なやつで
もそういう話がありまして、台車と子供のころ

からなじませるというようなお話がありました。
　ここに精霊流し実施協議会の総会の資料がございます。これを見ますと、市の補助金は
何らかのアクションを起こしていきたいと、去

年言われて１年間、実施協議会のことしの予算は340万円なんです、実は。変わっていな
いですよね、何にも。去年と全く予算が変わって

いない。
　そして内容を見ますと、これ大変なんです。支出の内容を僕は初めて見させてもらいま
した。これを見ますと、船の回収から処分まで

後始末の委託料が最も大きくて347万円、仮設の電気代が40万円、放送器具や引き船の借
り上げ代、迂回路などの看板代まで、仮設のトイ

レ、警備員など必要経費だけでもうぎりぎりです。各家庭からもらった分と補助金とを合
わせてになるんですけど、もう何にも新しいこ

とをやるような、予算は全然ないです。
　それで、基本的な船の製作費なんかを初盆町内会の負担軽減などに充てるお金の余裕が
ないから、船を出したいけれど、やればやるほ

どですね、町内会から集める負担金、これがふえてくる。そういうふうになっている行事
だということを皆さんに認識していただきたい

と思います。
　初盆の方が、業者さんですよね、葬祭業者さんに頼んで船を出してもらっている。ほっ
としているという現状もあるんじゃないかと思

います。お金で全て解決はしませんけれども、切るところは切って、かけるところにはか
けるという、めり張りのあるお金の使い方をし

ないと、お金は幾らあっても足りないんです。
　８月になったらお盆まで精霊船をライトアップしたらいかがかなと、協議会に提案した
んです、言ってみました。そしたら、予算がな

いので議員さんがもらってくださいと、逆に頼まれた次第なんです。
　やっぱりその精霊流しという伝統行事でありますけれども、その雰囲気を盛り上げるた
めに、８月の頭ぐらいからそういうことをやっ
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てみる価値はあると思うんですけれども、おもてなし課さん、いかがでしょうか。

市長（古川隆三郎君）
　８月になったらその精霊船を飾ったらどうかということですが、実はきのうも白山地区
の子供精霊船という話が出ましたが、名前は子

供ですが船体の太さ、長さ、飾ったスケール、全く大人と同じサイズであります。そして
それを、おおむね８月の早いうちの土曜日か日

曜日に健全育成会、老人クラブ、そして三小、それから、二中の子供たちがつくります。
つくったときから広馬場に持って行きまして、

台を据えて、その上で８月15日まで切子灯籠をつけて飾っています。夜間は、電灯をライ
トアップ、電灯をつけるようにしています。
　その切子灯籠は、とある業者の方々が材料をいただくことであの紙を張ったり、切子の
形で紙を張ったりすることも子供たちにさせた

ものを飾って、15日までは国道沿いに供えています。夜間照明は、ライトアップじゃあり
ませんが、その火ぶたっていうんですかね、あ

の白い灯籠の中に電球を入れてつけるようにしています。そして、それを８月15日の朝、
もう一度公民館に運んで、その日に寄ってきた

切子灯籠をつけて夕方から子供たち、小学生、中学生、地域の大人たちが一緒になって流
すということをしていますので、もうこれは七

、八年になると思います、広馬場で飾っています。その費用は、あの地区の商店街あたり
が捻出するということでやっておるので、今、

議員がおっしゃるような、該当する催し物があっていることをお伝えしたいと思います。

３番（生田忠照君）
　僕も実はあれを見て提案したんです。夜はどうなっているのかわからなかったんですけ
れども、市長あれは非常にいいことだと思われ

ますか。

市長（古川隆三郎君）
　とてもいいことだと思います。

３番（生田忠照君）
　いいことなら、もっとやりましょうよ。いいことなら、商店街の方たちが一生懸命やら
れているんだったら、市も応援していただいて

、広馬場だったら、市の中心の市役所であるとか、駅前であるとか、北門であるとか、有
明であるとか、いろんなところに、そういうこ

とをやってみるというのは、僕は、１つ何らかのアクションを起こすと去年、市長が言わ
れたことにつながっていくんじゃないのかと思

う。また予算がないから、来年ですか。そうじゃなくて、やっぱりきのうも議員さん言わ
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れましたけれども、スピード感持って、そんな

にお金のかかる話ではないと思います。どうでしょうか。

市長（古川隆三郎君）
　昨年、議員からこの問題を提議していただいた後に、きのうも言いました、市長を囲む
地域懇談会で、森岳、霊丘、白山、それぞれの

地区でこの話題を議題とし、いろんな声をいただいたところです。
　非常に興味深かったのが、ついつい私たちは精霊船というのは、初盆の家庭を対象にし
た船だと思いがちなんですが、ある町内会は初

盆が１軒もなくても毎年、精霊船を出している。
　精霊船は、もともと亡くなった御先祖様がお盆に帰ってこられて、その御先祖様をもう
一度来年も帰ってきてくださいという意味合い

で出しているもので、あくまでも初盆の行事ではないということを主張された町内会が２
つほどありまして、じゃ、その町内は、初盆が

１軒もない場合は丸い油ちょうちんというんですか、丸いちょうちんを下げてでもやはり
精霊船を途絶したことがないという、御意見も

いただいたところもありました。
　そういったことを昨年聞いた上で、じゃ、どうすればできるかと言うと、台車があれば
何とか──これは森岳地区の方でしたが、台車

があれば、流し場の近くまでは自分たちでも運べるという御意見もありました。
　また、一町内では無理になってきているので、複数の町内と一緒になったらできないか
という御意見もありましたので、今、検討をさ

せています。
　それから先ほど、議員がおっしゃった340万円ほどの予算というのは、あくまでも８月
15日に流すことの、実施することのための予算で

あり、今おっしゃっているような、これから精霊船をどうするかということは違う意味で
の予算が必要だと思います。
　さらには、実は精霊船以外もおっしゃいました。不知火まつりだとか、いろんな祭りが
島原に幾つもあるけれども、そういったものも

一度見直して、総合的に本当に税金を効率的に使うような祭りのあり方を一緒に御提案さ
れたと思いますので、申しわけないですが、こ

の８月に今からやってできることは制限があると思います、時間的にですね。
　ただし、100年まつりをつくる会とか僕言っていますので、今後の本当島原の大きな祭
りがどのような方向がいいのか、歴史やこれから

の可能性も踏まえて、そういう中で議論をして、スピード感持って対処していきたいなと
思います。

市長（古川隆三郎君）
　昨年、議員からこの問題を提議していただいた後に、きのうも言いました、市長を囲む
地域懇談会で、森岳、霊丘、白山、それぞれの

地区でこの話題を議題とし、いろんな声をいただいたところです。
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　非常に興味深かったのが、ついつい私たちは精霊船というのは、初盆の家庭を対象にし
た船だと思いがちなんですが、ある町内会は初

盆が１軒もなくても毎年、精霊船を出している。
　精霊船は、もともと亡くなった御先祖様がお盆に帰ってこられて、その御先祖様をもう
一度来年も帰ってきてくださいという意味合い

で出しているもので、あくまでも初盆の行事ではないということを主張された町内会が２
つほどありまして、じゃ、その町内は、初盆が

１軒もない場合は丸い油ちょうちんというんですか、丸いちょうちんを下げてでもやはり
精霊船を途絶したことがないという、御意見も

いただいたところもありました。
　そういったことを昨年聞いた上で、じゃ、どうすればできるかと言うと、台車があれば
何とか──これは森岳地区の方でしたが、台車

があれば、流し場の近くまでは自分たちでも運べるという御意見もありました。
　また、一町内では無理になってきているので、複数の町内と一緒になったらできないか
という御意見もありましたので、今、検討をさ

せています。
　それから先ほど、議員がおっしゃった340万円ほどの予算というのは、あくまでも８月
15日に流すことの、実施することのための予算で

あり、今おっしゃっているような、これから精霊船をどうするかということは違う意味で
の予算が必要だと思います。
　さらには、実は精霊船以外もおっしゃいました。不知火まつりだとか、いろんな祭りが
島原に幾つもあるけれども、そういったものも

一度見直して、総合的に本当に税金を効率的に使うような祭りのあり方を一緒に御提案さ
れたと思いますので、申しわけないですが、こ

の８月に今からやってできることは制限があると思います、時間的にですね。
　ただし、100年まつりをつくる会とか僕言っていますので、今後の本当島原の大きな祭
りがどのような方向がいいのか、歴史やこれから

の可能性も踏まえて、そういう中で議論をして、スピード感持って対処していきたいなと
思います。

しまばら観光おもてなし課長（浅田寿啓君）
　先ほど申したように、１つは、台車の件がございます。それと過去には、高校生などの
担ぎ手の協力も御相談したことがございます。

ですが、高校側においては、その時点では、まだ夜間のそういう精霊船にというのは、学
校としてはちょっと躊躇されるというか、協力

は得ていないところでございます。（発言する者あり）済みません。高校にも協力を相談
に行ったことがございます。
　しかし、高校サイドの夜間のそういう行事、それから精霊流しということで、そういう
一つは危ないというかですね、これは若干危惧

されているところがあって、なかなか、はい、いいですよという返事は、いただいていな
いところでございます。
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市長（古川隆三郎君）
　若干、補足をさせてください。昨年、市長を囲む地域懇談会でいろいろお聞きした中
で、森岳地区の多分、江戸丁町内会だったと記憶

していますが、毎年８月15日付近に、お盆に、その町内に里帰りをしてくる若い者たちに
町内会として精霊船をぜひ担いでもらうという

こと、長年、声をかけてきているので、帰ってきた折には、担いでもらおうということを
やって、やっぱりこういったことは非常に参考

になるんじゃないかと思います。

３番（生田忠照君）
　市長公室長にお伺いします。市役所には男性の方は何人ぐらいいらっしゃいます。

市長公室長（松下英爾君）
　逆に言いますと、女性がですね、（「女性は聞いとらん」と呼ぶ者あり）現在、二十
数％が女性ですので、引き算すると７割強が男性

職員です。（「大体何人か」と呼ぶ者あり）そうですね、男性が二百七、八十人というこ
とになると思います。

３番（生田忠照君）
　二百七、八十人ですね、それだけ男の方がいらっしゃるんですよね。僕はこれをです
ね、船を担ぎますという人材を集めて市役所に担

ぎ手バンクをつくったらどうでしょうかと。市役所だけじゃないですよ、市役所だけじゃ
なくて、担ぎ手バンクをつくって足りんところ

があれば担がせますよと、全員が担げるわけじゃございません。でも、その中でも、100
人でも50人でもそういう担ぎ手バンクというとこ

ろがあれば、広くホームページなんかに募集したら、どうでしょうか。お祭り好きが来る
かもしれないです。
　ふるさとを担う中学生や高校生まで今ちょっと何か、あんまり夜、学生が出るなという
話もありましたけれども、おいたちんときはし

よったやなかですか。中学生や高校生まで、人がいないんですから枠を広げてですね、そ
れが子供たちに非常に僕はふるさとの郷土愛を

植えつけることになると信じています。何か障害や問題が考えられますでしょうか。

市長（古川隆三郎君）
　今、大変興味深い御提案をいただきました。まさに100年祭りをつくる会、そういった
中で、若い人たちと一緒になって、そういう今の

ような積極的な提案を集めてみたいと思いますし、例えば、博多山笠、朝６時ごろの追い
山がありますが、あれとて、夜通し通じた祭り

であります。
　日本各地には、夜祭り──夜の祭りで非常に盛大なものもあり、その日は、大人も子供

ページ(13)



20140610.txt
もその日限りかもしれませんが、そういったこ

とを伝統としてやってきている。それは、危ないとか危なくないという配慮も当然必要で
はありましょうが、一つの風習として残ってい

ることも事実ですので、今、議員御提案のようなことをやはりどんどん出して、その中か
ら精霊船の今後のあり方も、また、ほかの祭り

のあり方も真剣に協議すべきだと思います。

３番（生田忠照君）
　ありがとうございました。もう本当にこのままでは取りかえしがつかなくなるんじゃな
いかと思っています。ことしを精霊船の保存に

向かって、動き出す年にしなければと、そう思います。
　この精霊船については市民の方も、さまざまなやっぱり熱い思いがあります。そこで、
お聞きをします。
　ある方は、初盆の家の金銭的なやっぱり負担軽減ですね、負担軽減をする支援策が最も
重要じゃないかと。また、１カ所に集めて盛大

にやったほうがいいのではないかと、もう少なくなっておるからですね。それから、また
ある方は、各地区で先ほどおっしゃったように

出すようにしたらどうか、あるいは、農業高校の学生は地元に残る子供も多いから、さっ
きありました船をつくる、そういったことを授

業に組み込んだらどうかなど、どれも興味深い意見を聞かせてもらっています。
　このような提案をどう思われますか。

市長（古川隆三郎君）
　さまざまな意見に、それぞれに一理あるし、また、どうかなと思う部分もありますの
で、そういったことをやはり真剣に出していただ

くことが大切だと思いますし、いずれにしても、実は私自身が広馬場で生まれて育って子
供のときから、我が家の前が島原でも最大と言

ったら語弊があるかもしれませんが、子供ながらに最大と思える精霊船の練り回し場で育
ってきていますので、本当に今日寂しい思いを

していますので、このことは、多くの市民の方や議員各位におかれましても御理解いただ
けると思いますので、スピード感を持って取り

組んでみたいと思います。

３番（生田忠照君）
　市長の今のお話に出ました、私の家の前が島原で最大の練り場だと、広馬場交差点だ
と。きょうまで毎年見ていますとのお言葉がござ

いました。毎年見ているということですね。その子供のころから目についた光景を、風景
を残すべきだと強くお考えでしょうか、お聞き

します。

ページ(14)



20140610.txt

市長（古川隆三郎君）
　私の子供のころの記憶は、夜12時過ぎてもあっていたので非常に、そこまで起きること
が不可能だったのを一番思っています。寝るの

がもったいないぐらい思っていました。
　今日、夜の９時前に終了をしております。やっぱりその１つをとっても非常に寂しい思
いをしていますので、ぜひどんなことがあって

も、この精霊船は、いろんな観点から島原で最大の行事であろうと思います。
　かつて宗教行事か、観光行事かという議論が随分前にされたときに、私の記憶では、当
時、宮崎康平さんが「宗教行事でもない、観光

行事でもない、民俗行事だ」という言葉を発せられたのを僕は非常に言い得て妙だと感じ
たこともありましたので、大切にしていきたい

と思います。

３番（生田忠照君）
　今の民俗行事、しびれますね。さすが市長でございます。
　ただですね、私も、交差点でこの精霊船は練り歩くものだと思っていましたけれども、
警察は、道路では練ったらいかんと、禁止なん

ですよ。禁止だと御存じなかったですか。特に回転する船回しはだめだそうです。この前
聞いたんです、警察に。花火も禁止でしょう、

御飯ば食べて見に行ったら、もう終わっちょっとですね。いいんですか、もうこのままで
と。
　これからは実施協議会とともに、この精霊船に関しては個人どうこう、グループどうこ
うじゃなくて、行政がやっぱりどんどんリード

していくのが一番いいやり方だと信じております。大いに期待して最後の質問に移りたい
と思います。
　最後の質問は、過疎地域指定についてでございます。
　きのうですね、いらっしゃいませんけれども、中川議員が過疎どころか、（発言する者
あり）ああ言うたらいかんやった、済みません

。
　中川議員が（発言する者あり）──はい、今から褒めますので──過疎どころか、消滅
だと。島原は消え行く自治体という位置づけだ

ぞと、早急に対策を打て、スピードだとおっしゃいました。まさに私も同意見で拍手をい
たしました。この島原市が雲仙市──お隣りの

雲仙市より先に過疎指定になったのが何とも悔しいと思う一人でございます。南島原市は
前から過疎地域、向こうは過疎地域みなしです

ね、うちは過疎地域でございます、よろしいですか。
　じゃ、過疎という言葉は、非常に僕は嫌なんですが、しかし、過疎地域になる手前で、
もうなるかならんかいう手前でうろうろしよっ

たのなら、いっそもう過疎に指定されたということで、今度は過疎対策を受けられると前
向きに受けとめて、それを活用し、大きく過疎

からぼんと出るというようなことを思っています。そのためにまず、この過疎地域指定の
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メリット、デメリットを教えていただきたいと

思います。

市長公室長（松下英爾君）
　過疎地域の関係でございますが、雲仙市につきましては、平成17年10月11日からみなし
過疎ということで、ちょっと要件は違いますけ

れども過疎には指定をされておりましたが、御承知のように、南島原市につきましても平
成18年３月31日から、そして本市、島原市は追

加要件がありましたので、本年４月１日から過疎地域に指定されたところでございます。
されていないところは、大村市と諫早市という

ことでございます。
　それで、メリットとデメリットについてでありますけれども、過疎地域の指定を受ける
メリットとしましては、過疎地域自立促進市町

村計画を策定することにより交付税措置の高い過疎対策事業債を初め、国庫補助率のかさ
上げ、ハード、ソフトの両面で活用できる過疎

地域等自立活性化推進交付金等の財政支援措置を活用することができるということがメリ
ットだと思います。
　そして、一方では人口減少問題とか、財政基盤が弱いという課題を示されたということ
でありますので、そういう意味でイメージ的な

マイナス面は懸念されるという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。
　あとですね、65歳以上の方の比率とかもありますから続けてお尋ねをしたいと思いま
す。
　人口増加のための施策を短期、長期と分けて伺いたいと思います。
 

市長公室長（松下英爾君）
　過疎地域の指定による財政支援措置は、少子化及び産業振興、雇用対策や生活環境の整
備、教育の振興など幅広く活用できるところで

す。
　しかしながら、先ほど申しましたが、過疎対策事業債などのそういった支援措置を活用
するためには、過疎地域自立促進市町村計画を

策定する必要があります。
　過疎地域の指定は、本年度から平成32年度までの７カ年でありますが、この計画は前期
２カ年と後期５カ年とに分けて策定する必要が

ありまして、現在、前期２カ年の策定作業を進めているところであります。
　短期的な人口増加施策として考えられますものは、雇用機会の確保を目的とした若者の
技術習得のための修学支援や起業支援、若者の

出会いの機会づくりや、結婚から妊娠、出産、育児までのワンストップ相談窓口の創設、
定住希望者向けの空き家バンクやリフォーム補
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助金の創設などが考えられます。
　また、長期的な施策としましては、島原道路を初めとするさまざまな基盤整備や産業の
振興、企業立地の促進などが考えられるところ

であります。
　非常に大きな問題となっております人口減少という現実に立ち向かうべく、市が一体と
なって早急に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

３番（生田忠照君）
　済みません、まだ何となくわかるようでわからないというような感じですね。今までと
何かこう、過疎になったから違ったことをやり

出しているのかなというようなところは、まだ出てきていないように思います。
　これですね、どうしても若者や子供をふやさないと過疎からは抜け出せないというふう
に、システムになっています。だから、お年寄

りが長生きされても、どんどんお年寄りがふえてもやっぱり高齢化率が上がってしまうと
いう点がありますので、ここが若者、子供をふ

やさなければいけないというのが重要なポイントだと思います。とりあえず、言葉は悪い
ですが、高齢者の長生き施策は、とりあえず今

この場では置いといて、若者、子供に絞って考えたいと思います。
　中川議員も、そこを突かれておられました。１つが住むという費用の軽減だと。住むと
いうことですね。住宅手当、住宅費の助成だと

、若者にですね。
　私は、不動産屋ですから若い夫婦が借家を探しにうちにやって参ります。10万円ちょっ
との手取りではございますけれども、四、五万

円の物件をいつも探されます。安かろう悪かろうはもう今、選ばれません、今の若者で
す。家賃が給与の半分近いという点に御注目をい

ただいて、そこでお尋ねをしたいと思います。
　今、島原では、学校のそばには市営住宅が多く配置をされております。それは子育て世
代に便利なようにという最初狙いがあったと思

いますが、現在の入居世帯の実情はどうでしょうか。案外、高齢化しているのではないで
しょうか。主な学校のそばの市営住宅の実態を

教えてください。

建設部長（高見彰久君）
　学校近くの市営住宅の状況ということですけど、高齢化等を含めた形での質問だと思い
ますけど、まず森岳ですね、一小地区につきま

しては、近い住宅というのは柏野住宅がございます。この柏野住宅では、60歳以上の一応
比率ということで申しますと44％、桜馬場住宅

がありますけど、これは以前から建っている住宅ということで73％。
　それから霊丘地区、二小地区には萩が丘住宅がございます。今は建てかえをしている住
宅ですけど、これは60歳以上の比率が61％と高
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い数字になっています。これはまず、以前から入っていた人を優先的に入れているという
状況で、こういう数字になっております。
　それからあと、白山地区で言えば、新山団地と花の丘団地がございますけど、花の丘団
地が33％、新山団地が23％、この２つについて

は、災害後、そういう被災者用の住宅ということで建てられたものでございます。
　それから、安中地区では梅園団地、これが52％。これはもう古くからある住宅です。そ
れから、魚見第１団地というのがありますけど

、これは16％ということになっておりまして、これも災害後できた住宅です。
　市営住宅全体でいけば、60歳以上の割合は43％という数字になっております。住宅ごと
で、そういう大部分が建てかえのときの再入居

とか、以前からあった住宅、平家建てとかそういう部分で若干そういう比率も違っている
ものと思っております。

３番（生田忠照君）
　しっかりとしたデータの把握をされていましたので、よくわかりました。
　私は以前からですね、高齢者と若い世代の住みかえの施策を訴えてまいりました。今の
柏野住宅にしても桜馬場にしても、昔からいら

っしゃるので、そのまま住み続けられているから当然、高齢化してくるわけですよね。
　私が言う住みかえ施策なんですが、高齢者は暮らしやすい町なかに移って、もう高齢に
なったので──子育ては終わって高齢になった

ので、市営住宅を出て、町なかの市営住宅に移るというようなことをしたらどうかと。そ
して、例えば、桜馬場住宅があいたら、次行く

ところがあるわけですから、あいたらそこに若い人たちを住まわせていくと、市営住宅だ
けではなくていいです、普通の家でもですね。
　そして、あいた住宅は安いわけですから、そこで若い人たちがすぐ学校のそばで子育て
をすると。そして、その方たちがまたある程度

、子育てが終わったら、また、町なかの安い住宅のほうに移ってもらうと。そして、あい
たところに、また若い世代が安くで入るという

循環をつくりたい。
　つまり過疎対策で最初聞きましたけれども、若い人たちに住宅をつくってやるという発
想より高齢化が進んだ島原では、過疎対策とし

て高齢者住宅をつくるか、つくる人に助成をしてあげると。そして住みかえをさせて、あ
いた住宅を若い世代に貸すという循環をつくる

というものです。
　同じお金を使うにしても、高齢者と子育て世代の２つ両方に効く施策ではなかろうか
と、提案をしたいと思います。まず、住むのにお

金がかからないようにすること、これが金額大きいです、いかがでしょうか。

副市長（柴崎博文君）
　今、過疎の計画をつくっておりますけれども、一方ではそういうその住宅、あるいは、
きのうも出ておりましたが、そういう若者が住
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むための支援策というのは、ほかにもたくさんあろうかと思いますが、計画をつくる中で
もそういうのを一緒に論議していきたいという

ふうには思います。

３番（生田忠照君）
　珍しく質問の聞き取りがなかったものですから、ちょっとあれですけれども、僕として
は、やっぱり今お話ししたように、子育て住宅

をつくるというのは、ネットにいっぱい載っています。どこの自治体もやっています。で
も、そこからもう一歩進んで、高齢者住宅をつ

くって高齢者を町なかに移して、そこに若い人たちを住ませる、なぜか。学校のそばに市
営住宅はあるからですね。
　もうきょうは時間がないので、最後に、次は医療費のことを聞きたいと思います。
　今は子供の医療費助成は、どうなっておりますでしょうか。

福祉保健部長（金子忠教君）
　本市におきましては、子育て世帯の経済的負担の軽減ということで、福祉医療費という
ことでは助成をしております。
　本市の場合におきましては、出生から小学校就学前までの乳幼児を対象としておりま
す。

３番（生田忠照君）
　幾らかをお聞きしたかったんです。

福祉保健部長（金子忠教君）
　年間約5,000万円程度でございます。

３番（生田忠照君）
　１人の１カ月の医療費の負担のことを聞きたかったんです。

こども課長（横田定幸君）
　２回以上、通院された方については、1,600円を超えた分を市のほうで負担するように
なります。

３番（生田忠照君）
　ですよね、はい。私、息子夫婦の仕事場のことをちょっとお話ししますが、諫早に住ん
でおります。
　しかし、大村市のほうが医療、福祉の点でいいからと言って日大の近くの大村市溝陸町
というところに住んでおります。医療、福祉の

充実が住むところを決める決定打になった一例だということです。
　小学校、中学校まで医療費無料にしませんか。人口増加にかなりインパクトがあると思
います。いかがでしょうか。

福祉保健部長（金子忠教君）
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　無料化ということですけれども、今、本市におきましては、先ほど申しましたとおり、
就学前までということで乳幼児を対象にしてお

ります。
　それで無料化ということになりますと、今、一医療機関につきまして１人800円、月で
1,600円の負担をとっておりますけれども、その

負担だけでもかなりの額になりますし、本市の財政状況を考慮したところ、現時点ではち
ょっと厳しいのではないかというふうに考えて

おります。

３番（生田忠照君）
　とにかく若者、子供が命綱です。消滅ですよ、消えゆく島原です。若者、子供に好かれ
るような、あるいは住たくなるようなまちをつ

くらなければ、消えいくということです。
　もうちょっとはしょりますけれども、最後になりますけれども、私は20年前に島原に戻
ったとき、コンビニがなくてすごいショックを

受けました。ユニクロやマックもなかった。今は当たり前の煙の出ない焼肉屋もありませ
んでした。それが今は、どこに旅行に行っても

、島原にもコスモス、しまむら、ココイチもあるもんねと、心の中でつぶやいておりま
す。だから、どうこうではないのですが、「アナ

と雪の女王」を見に長崎まで行かねばならんけれども、朝から玄関先にスイカやとうきび
が届けてある、この島原が大好きなんです、は

い。
　過疎と言われてにやにやしとったらいかんと思うわけです。市役所の皆さん、気合いを
入れてやってくださいと心からお願いして、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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