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2014.09.04 : 平成26年９月定例会（第３号）　本文

３番（生田忠照君）（登壇）
　皆様こんにちは。正直が一番、実践クラブ、生田忠照でございます。しっかり議論を行
ってまいりたいと思います。（発言する者あり）
　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。
　まずは、けさの雷雨も大変ひどうございましたけれども、ことしの夏の異常気象が福知
山や広島など、甚大かつ悲惨な豪雨災害をもたらしております。当然、この島原でも起こ
り得る災害ですので、教訓に学ぶ意味で、この機会に我がまちで同じ豪雨が発生したらと
いう観点で質問をしてみたいと思います。
　２つ目は、先般行われた伝統行事であります精霊流しについてであります。来年に向け
ての議論をしたいと思っております。
　３つ目は、全国的な大ブームを起こしているアニメの妖怪ウォッチの作者が島原出身の
小西紀行さんであるという件についてであります。ブレークをしてしばらくたちますけれ
ども、チャンスと思われているはずですが、関連の補正予算もないので、ぜひ聞いてみた
いと思います。
　そして最後に、過去に質問した東京学生寮やエレナ跡地、三会地区に進出するのではと
いううわさがある大型店舗のトライアルのその後など、市民の皆様が日ごろ気になってお
られる話題を中心に取り上げたいと思います。
　それと、この場をかりまして少し説明をさせていただきたいことがあります。テレビで
先般、泣きじゃくっておりました兵庫県の県議会議員の事件についてであります。
　毎月50万円近くの政務調査費というお金をむちゃくちゃに使っていたという報道でし
た。私にもあちこちから電話がかかってまいりました。島原市議会にも政務調査費はあり
ます。毎月１万5,000円を基準に年間の上限が18万円と決められております。主な用途は
コピーや資料作成などの事務費や要請、陳情活動経費などですが、支給は会派に年２回に
分けて支給をされ、領収書での精算方式であり、例えば、３万円しか使わなければ15万円
は返納するというようなやり方でございます。内容や領収書に至るまで市民に公開されて
おりますので、どなたでも市役所で見ることができるようになっております。議員自身
も、チェックする事務局も批判を受けないようにきちんと使わせていただいております。
ちなみに、長崎県の県議会議員の政務調査費は毎月30万円の年間上限で360万円を個人と
会派に支給だそうです。
　以上、言いわけがましくなりましたが、ちなみに雲仙市は１万5,000円です、毎月です
ね。それから諫早は３万5,000円というふうになっております。言いわけがましくなりま
したけれども、あの事件は私から見ればあり得ない特別な事例だということです。
　それでは、いつものように私の持ち味の提案型で質問を始めたいと思います。市長を初
め、理事者の皆様には答弁のほどよろしくお願いを申し上げます。
　さて、１つ目の大雨による土砂災害についてであります。
　島原市も災害についてはかなりの先進地だと思っていますが、実際、一般市民は大雨に
なりそうだ、気をつけようとテレビなどを見て思うわけですが、一方でそのとき行政側は
同時にどんな対応、動きをしているのか知る由もありません。
　そこでお聞きします。土砂災害が発生するおそれがある場合の本市の対応と住民の避難
行動について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答弁をさせていただきます。
　土砂災害が発生するおそれがある場合の本市の対策と住民への避難行動についてであり
ます。
　本市の地域防災計画に基づき避難勧告マニュアルや災害配備計画により災害対策に必要
な職員を配置し、情報収集を図るとともに気象情報や避難所開設など、市民の皆様が生
命、身体を守るために必要な情報を防災行政無線などで提供をし、災害に備えているとこ
ろであります。
　また、住民の避難につきましては、気象台など関係機関の情報をもとに判断をし、必要
に応じて避難準備情報の周知や避難勧告、避難指示の発令を行うことといたしておりま
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す。

３番（生田忠照君）
　今、御説明がありましたけれども、（現物を示す）これが島原市地域防災計画という百
六十何ページございます。これを見直しておりましたんですけれども、よく聞きます市長
を本部長とした災害対策本部というのがよく出ますよね。しかし、それは常に設置される
わけではなくて、前段階として市民安全課が窓口の警戒本部、警戒本部拡大体制という何
かあるみたいですけれども、警戒本部体制が一番レベル的に言うと軽いもので、軽いもの
と言ったらちょっと表現が悪いですけど、それから、警戒本部、災害対策本部というふう
に行政の対応が変わっていくというふうに書いてあるみたいですが、そういうことなんで
しょうか。

市民部長（小峯克彦君）
　まず、順番ですけど、大雨とかそういう警報が出た段階で警戒本部を立ち上げます。こ
の分につきましては、市民安全課のほうで職員が３名出て、そして、有明支所のほうにつ
きましては２名出るようにしております。その次に、またその警報が発表されて、その分
でさらに災害の危険があるというときに災害警戒本部の拡大ということで、その分で各部
長たちにも今度は出動していただきます。そして、一番最後、甚大なそういう災害が起こ
ると発令された場合に災害対策本部ということで、市長たちも当然そこの中に入って指示
を仰ぐことになっております。

３番（生田忠照君）
　警戒本部ができて、そして、警戒本部拡大体制ができて、それから、市長を本部長とし
た災害対策本部ができるというようなことで、レベルが上がっていくということなんです
が、島原でもことしはびっくりするような雨が非常に続いているように思うんですね。
で、長雨です。ことしで結構なんですけれども、それぞれ設置されたことはあるんでしょ
うか。

市民部長（小峯克彦君）
　警戒体制は警報が出た場合につくりますので、常時出ております。そして、拡大につき
ましても、この前の台風の時点で市民部長を中心に集まりました。
　その次の分で、各部長たちも集まってもらう本部を拡大する部分につきましても検討し
ましたけど、台風の進路が変わりましたので、準備までしましたけど、その時点では各部
長たちまで含めたところの本部の設置までは至りませんでした。

３番（生田忠照君）
　大雨にも大雨注意報、大雨警報、大雨特別警報と３段階ぐらいに分かれていきますけれ
ども、注意報とかではそういう体制は全然とらないということですね。

市民部長（小峯克彦君）
　注意報の段階では警報が出るかどうか、一応、市民安全課の職員のほうで、そこで今後
の情報を確認するという体制で、特に本部の設置をということはやっておりません。

３番（生田忠照君）
　ありがとうございました。
　土砂災害の多くは雨が原因で発生しますので、僕ら市民はシンプルに、どんなときに避
難すればいいとかなと思っとるわけです。しかし、今度はいつ避難を呼びかけるか、決断
するほうは間違ってはいけないので、やっぱりちゅうちょしがちになると思います。避難
勧告が遅くなって被害が拡大するということで問題になることもありますけれども、的確
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なその避難の判断をするための基準はあるのかなと勉強してみましたら、時間雨量とかも
大事なんですが、実効雨量というのがもっと大事で、警戒基準雨量、避難基準雨量、避難
を決断する重要な指標になっていることがわかりました。しかも、その雨量は場所によっ
てさまざま異なると。三会と安中と森岳では全然違うということで避難の指標も変わって
くる。同じ130ミリあたりの雨量でも避難するところとしなくてもいいところが出てくる
わけです。
　そこで、この実効雨量ですね、実というのは事実の実と効力の効、雨量とは何ぞやとい
う説明と、警戒基準雨量、避難基準雨量を設定してあるんでしょうか、それぞれの地区で
ですね。これをお尋ねしてみたいと思います。広島は設定してありました。お願いしま
す。

市民安全課長（兼元善啓君）
　お尋ねの実効雨量につきましては、雨が降り始めまして一定の期間雨が降りますけれど
も、その前期の雨量及び一連の雨量に関係なく、ある期間における時間雨量時の半減期を
考慮した計数を掛けた累計によって、その時間における雨量を合計雨量とするような雨量
ということで説明があります。ちょっとなかなか言葉的には難しいですけれども、雨が降
りますけれども、実際、雨が降った後にまたある程度降らない時間がありますけれども、
またその後、雨がまた降ったということで、そこを計数的に直して出すような雨量の計算
の仕方ということになっていると思います。
　それと、先ほど土砂災害が起こる発生の基準ですけれども、これはグラフ的に、言葉的
にはスネーク計数といいまして、雨が降りまして段階に応じて２時間前の予測、１時間前
の予測ということで、それを判断いたしまして災害が起こるラインがありますけれども、
その一定のラインを設けて災害の発生に対しまして避難勧告とか避難指示を出すような計
数にこういうのを用いられます。
　それと、島原市にはこういう場所は設けておりませんで、長崎県の河川防災情報という
のをいただきまして、その中でポイント的にそこをクリックするとその計数が出てくるよ
うになりますので、それを一つの判断として情報を提供するようにしているところであり
ます。

３番（生田忠照君）
　島原はないんですね。結局、土壌がいいところと土壌が悪いところも全部一緒になって
いるという話ですね。それでいいですか。
 

市民安全課長（兼元善啓君）
　計測地がないということじゃなくて、長崎県のほうで計測をされているのを利用させて
いただいているということでございます。
 

３番（生田忠照君）
　島原市の中に幾つか観測点があるということですか。

市民安全課長（兼元善啓君）
　はい、そのとおりでございます。
 

３番（生田忠照君）
　その場所をちょっと教えていただきたいんですが。

市民安全課長（兼元善啓君）
　何カ所かございますけれども、済みません、ちょっと手持ちの資料がありません。私が
覚えているのでは、千本木、宇土町、それと大下というふうに島原市内を幾つかポイント
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を設けられて計測場所があるということでございます。

３番（生田忠照君）
　はい、ありがとうございました。また、調べて教えてもらってよろしいでしょうか。広
島のホームページを見ますと、やっぱりその地区で実効雨量というのから、実効雨量は簡
単に言いますと土壌の水分量を示す目安ですよね。ですから、全然天気がよかったときに
どっと降っても土壌の中には水分はそんなにないけれども、３日間も４日間もずっと続い
てくると、その半減期が３日で大体土の中の水分が半分になったと。次の日も３日のうち
で半分になったと。ずっと積み重なって警戒基準を超えると警戒、避難警報とかそういう
やつを出していくというね、そういう話だと思います。ですから、この実効雨量というの
はやっぱり大事だと思うんですよね。で、その件につきましてはわかりました。
　あと、詳細な数値は役所で判断をしてくれるでしょうから市民は知る必要もないですけ
れども、ざっとですけれども、こう思っておいていいでしょうか、大雨注意報ならテレビ
の情報に気をつける程度でいいけれども、大雨警報という警報というものが出たならもう
自主避難か、あるいは何ば持って逃げようかぐらいの備えをすると。大雨特別警報ならも
うサイレンが鳴ったり、すぐ逃げなさいという話なんで、その３つぐらい、注意報、警
報、特別警報、どうすればいいのかというふうに市民が思っておけばいいと、簡単に言え
ばですよね、ざっとですけれども、どうでしょうか。

市民部長（小峯克彦君）
　大雨警報の場合で避難の準備をしてくださいというふうな形で、今言われるように、避
難準備情報とかなんかも場合によっては防災行政無線のほうで流すようにしております。
警報が出たから全てそこまでというところは今やっていないところです。
　それで、その大雨警報が出た後の段階で、もう少しひどくなるなということであれば、
大雨の避難準備などの情報を流します。それで、それがまだひどくなって、先ほど議員さ
んが言われました特別警報などが出た場合は、避難勧告等の前段階として避難準備情報な
ども流すようにしております。
 

３番（生田忠照君）
　はい、わかりました。広報車とかも回ったり、消防自動車が回って、いろいろひどくな
ってくればなるでしょうけど、とにかく警報という言葉が出たら尋常じゃないよというふ
うにやっぱり構えるべきかなと思います。
　次に、既に作成済みの防災マップというものがございます。防災マップの内容をちょっ
と教えてもらえますか。
　で、ちょっと続けますけれども、自分の住んでいる場所がどういうところに指定されて
いるかどうかは確認すべきだと思いますし、そしてもう１つ、この広島ですよね、広島で
の避難勧告の発令がおくれた要因は何だろうかと分析されておりますでしょうか。そし
て、夜中の災害ですよね、島原でもこういった発令がおくれる可能性はありますでしょう
か。

市民部長（小峯克彦君）
　今マップ、実際持ってきております。（現物を示す）こういう形の１枚物で、市民の皆
様方にお配りしております。
　内容といたしましては、避難場所がどこにありますかと、避難する場所の提示、あとは
今度は土砂災害等が発生する可能性があるような場所、それとか高潮とかなんかの分で浸
水する予定があるような場所について、これに明示しております。
　あとそのほか、消防関係の施設がどこにあるかと、そういうのもあわせたところで情報
を出しております。

３番（生田忠照君）
　僕も持っております。全世帯に配付をされておりますということですが、もしなくされ
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た方は市役所でもらうことはできますか。

市民部長（小峯克彦君）
　防災マップは市役所、有明庁舎、それと地区の公民館のほうにも常時置いておりますの
で、そこの部分を利用していただくようになっております。（発言する者あり）
　広島の分がおくれたというのは新聞報道等によりますと、当然その情報が流されとった
のにその情報に気づかなかったというのもあります。
　今、市のほうの体制はどうしておるかといいますと、そういう情報が来ましたら、当
然、警報が出た段階で職員が集まって、そこでファクス等も全部確認するようにしており
ます。警報が出て、職員が来るまでに時間がちょっとかかる場合につきましても、その分
は、今度は当直室のほうにも警報が出たという通知が来ますので、そして、そこから市の
職員のほうにも連絡が行くようにしており、二重の体制でそういう気象情報等の漏れがな
いような形をとっております。
 

３番（生田忠照君）
　ありがとうございました。
　僕なんかはやっぱり発令がおくれた原因の一つに、その情報入手のおくれは今言われた
ようにあったのじゃないかという話です。私は災害現場にいる市民の方が友達とか家族
に、ああ、お父さん怖いとか、うちの家の前が川になっているとかというのをインターネ
ットとかツイッターとかＬＩＮＥとかいう、今はやりのＳＮＳでやっている情報がいち早
く流れておったという報道を見て、どうせならそがんとに流さんで、その情報を市役所と
か消防とか警察に流してくれらっせばもっと早かったのに、やっぱりそういうＳＮＳばや
りですので、そういった情報をやっぱり役所がつかむのがちょっと遅くなったんで、ここ
なんか是正できないのかなというふうに自分自身は思っております。
　それで、もっと早い状況把握と対応につながったのではないかと思ったわけですので、
お聞きをしたいと思います。事故や犯罪なら110番、火事や救急車なら119番、子供でも知
っているわけですけれども、災害ならどこでしょう。
　今、部長言われましたファクスを入れようにも小峯部長のところに届くファクス番号、
僕知りませんというような話なんですね。先ほどの話のように、市役所では既にもう３人
構えができているわけですよね。もう警報が出たら人間がおって構えている。そこに情報
が届くように、市役所の電話番号も僕らは全員知っていると思いますけれども、市民の皆
さんに聞いたら市役所は何番かにゃというような話になるわけです。だから、災害ダイヤ
ルというようなものを周知徹底するお考えはないのでしょうか、お聞きしてみます。
 

市民安全課長（兼元善啓君）
　災害ダイヤルの設置につきましては、本市では、気象情報における警報が発令された場
合には災害対策本部等を設置いたしまして、国、県、消防、警察等で連絡をとり災害に当
たっているところでございます。甚大な被害も及ぼす場合には本部に消防、警察等も詰め
ていただくような形をとっているところでございます。
　災害の発生により生命や財産の危険が切迫した場合におきましては、緊急連絡先である
警察や消防へ直接現在は連絡をとっていただいております。より迅速な対応が可能になる
ものと考えております。現在のところ、災害ダイヤルの設置につきましては、直接連絡し
ていただいたほうが迅速な対応ができるということで、設置については考えてはいないと
ころでございます。
 

３番（生田忠照君）
　考えたほうがいいと思いますね。というのは、結局、対策本部、市長が本部長になるす
ごい状態ということは災害がもう起きるのが当たり前、あるいはもう起きてしまった後に
そういうがちっとしたものができて、そこに番号も、こうやって対策本部の番号とかイン
ターネットでぽっと出たりするんでしょうから。僕が言っているのは、その前のお父さん
怖いよというような情報がもっと早く来たら避難につながって災害が起きても誘導がうま
くできたりとか、夜中に家の前が川になっているのを逃げるのも大変でしょうけどね。一
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段と危ないかもしれません。
　ただ、僕が言っているのは災害ダイヤルというのを新しくつくるということでもなく
て、例えば、市役所の番号をですよ、もっとみんながいつでも口ずさめるぐらいになると
か、そういったものでも災害があったら市役所なのかという話ですよね。そういうふうに
して新しいダイヤルをつくる必要もないのかなと思ったりもしますので、御検討をひとつ
よろしくお願いします。
　これからも異常気象は続きます。過去の判断雨量も、もうこれは見直しが絶対必要だろ
うと思います。今、多分見直しをいろいろされていると思いますけれども、今回の事例を
教訓に慎重かつ早目の対応をお願いして、次の質問に移らせていただきます。
　２つ目は、ことしの精霊流しと今後の活性化策についてであります。
　６月議会でも精霊船の活性化について質問をいたしました。（パネルを示す）これは、
８月にことし初登場した島原駅前の飾り精霊船の写真であります。
　お尋ねをいたします。ことしは例年より船の隻数もふえたということですが、総括を簡
単にしていただけますしょうか、お願いします。
 

産業部長（田上伸一君）
　ことしの精霊流しの総括についてということでございますけれども、精霊船の隻数は、
昨年は66隻でありましたが、本年は75隻となっており、各地区の状況につきましても、お
おむね順調に実施されたところでございます。
　また、精霊船の展示につきましては、今パネルを御用意していただいておりますが、新
たに島原駅前でも約２週間展示が実施され、さらに今、恒例の広馬場交差点と２カ所で精
霊船の展示があったところでございます。特に夜に入り明かりがともった精霊船は幻想的
で美しく、300年以上続く島原の伝統を若者たちに伝え、また、観光客等にも夏の風物詩
を見ていただいて島原の魅力を感じていただけたのではないかと思っております。
 

３番（生田忠照君）
　ちょっとあんまり簡単過ぎて、その精霊流しの実施協議会での反省会の内容とかもちょ
っとお話いただければと思います。

しまばら観光おもてなし課長（浅田寿啓君）
　実施協議会等における反省会を踏まえてということですが、精霊船の実施後にすぐ反省
会等をいたしまして、いろんな御意見がございました。反省点もあり、来年に向けての改
善点といいますか、そういう御意見をいただきました。
　その中であったものといたしましては、まず１つには、個人で出すには費用がちょっと
かかるんじゃないかという御意見もございます。それから、それにつきましては、何らか
の補助があれば出す船もふえていくのではないかというような御意見もございました。
　それから、担ぎ手不足の問題もございました。これにつきましては、台車をつくって、
その担ぎ手の負担を減らすことでふえるのではないかという御意見があったところです。
　それから、精霊船についてのやっぱり伝統的なこういう、今おっしゃったような、昔か
ら続く島原の大事な伝統を絶やさないために先ほどの展示、何らかの形でこういう展示等
をして市民の皆さん、あるいは若手の高校生とか、若い島原の方々にこういう伝統芸能を
感じていただくというのが大事なことではないかというふうな御意見もございました。
　それから、精霊船をつくるつくり手の高齢化もあって、そこらあたりの伝承も必要では
ないかというふうな御意見もございました。
　大体そういうふうなところで主な御意見が出まして、皆さんから活発な意見をいただい
たところです。

３番（生田忠照君）
　はい、ありがとうございました。さまざまないろんな意見が出ております。
　で、ことしは私も自分の母親の初盆でしたので、船を出して、54歳、担ぎました。肩に
食い込む船の重さは親の苦労の重さと言いますということでございますが、確かにもう重
うございました。魔をはらう爆竹の音の中、汗だくで男衆が練り歩き、暗い海に浮かぶ精
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霊船に手を合わせる。見送ることは何か、やっぱり自分自身もそうですけれども、気持ち
の整理がついて、本当のお別れなんだというような感情を味わいました。すばらしいやっ
ぱり風習です。島原人にとって絶対なくしてはいけないものだと改めて強く思いました。
　そこでお聞きをいたします。総括にもありましたように、初盆家庭や町内会の負担軽
減、担ぎ手不足に対する対策がこの伝統行事を活性化する重要なポイントになると思うん
ですが、今おっしゃっていた以外に、市長何か活性化策、こういうのというのは何かござ
いませんでしょうか。
 

市長（古川隆三郎君）
　精霊流し行事についての生田議員との議論は３回目になります。
　実は、ことしは私の家内の父親の初盆でもありましたので、58歳、一生懸命肩に食い込
む重さをかかえました。本当にかかえさせていただきました。それが実は家内が萩原町内
会ですので、うちの場合は８月14日の早朝から町内会の方々、年配の方も含めて総勢40人
以上で精霊船を製作していただきます。そして、翌15日に若い人たちが今度中心となって
町内会の船を担いでいただきます。そこに私も参加をさせていただいて、本当に一番感じ
たのは故人がこれまでお世話になったりなられたりしてきた町内の方々の手づくり、そし
て、その方々の担ぐ船に乗って送らせていただいたことであります。
　そして、家庭的なことになりますが、打ち上げの席で町内の方にお礼を申し上げたとき
に、母が一人残っていますので、お世話になったりなられたり、今後もお願いしますとい
うことで、やっぱり自治会、町内会、そういった単位で故人がゆかりのあった方々が総出
でするということの私は精霊船プラス町内のきずな、人と人のかかわり合い、そういった
縁の深さを今回の行事で本当に自分自身が体感をしたところであります。
 

３番（生田忠照君）
　そうですね。確かにそう言われると僕も仲間のきずなというか、町内会じゃなくて、そ
ういう一手船で出したもんですからね、仲間うちでやりましたけれども、やっぱり一人じ
ゃできないですもんね。できないからやっぱりそういう仲間の大切さとかきずなとか、そ
して、つながりとかというものをやっぱりしっかり育てるのが一つの活性化策の基本なの
かなというような気もいたします。
　で、私は当日いつもと違うことを実は今回３つやりました。よその県から来た若者や、
僕らの年になるともう年やっけん無理というような同級生の尻をたたいて半分おどして担
がせたわけです。それでも７割がやっぱり初心者だったんですね。それで、まず身長順に
並んでもらいまして肩合わせというものをやりました。で、交代のために２班をつくっ
て、少な目で２つに分けたんですね。というのが数が多いと足が当たって、なかなかぐっ
と行けないというのがあって、もうちょこちょこなっちゃうんで、そういう意味で２班に
分けました。で、担ぐ場所をあなたはここですよと。だから、きれいに高さがそろうわけ
ですね。そういうことを１つやりました。
　で、２つ目に途中で船回しの実は練習をしました。これがよかった。これがよくて船の
中心がずれずに、早くきれいに、真ん中を軸にくるくるくるっと回るようなことができる
ように練習をしたということですね。
　３つ目は、今度、猛島だったんですが、練り場に着いて、そして、そこですぐ練り出さ
ずに船を置いて、そして、お坊さんに生のお経を上げてもらいました、３分間ぐらいです
ね。太鼓を打ち鳴らしながら、どん、どんどん、どん、どんどんというふうな感じでお経
をぐっと元気よくやってもらいました。そして、最後に南無妙法蓮華経というのを３回言
われるんですが、その３回目に座っていた精霊船を一斉にみんなでナマイドーというふう
な感じで、一番上までがっと持ち上げてすこんと上げて、それからナマイドー、ナマイド
ーとやったわけですね。そういうふうなことをやったのは、全てこれからの形を探すため
にやったことです。で、練習でうそやろうと言っていた男衆が、きつかったけど感動し
た、よかったと心から言ってくれたことが僕としては事実として心に残りましたので、こ
こでお聞きをしたいと思います。
　６月にも話をしましたけれども、市役所にも200人を超す男性職員がおると。船を担ぎ
ますという人材を集めて足りないところに派遣したらどうでしょうかと言いました。市役
所に担ぎ手バンクをつくってもらって、そして、よそに、外向けに発信をしましょうと。
　それから、高校生の練習や参加を本当にいい思い出つくれますので、自信を持って早急

ページ(7)



20140904-01.txt
に進めていただきたいのですが、いかがでしょうかという質問です。お願いします。

市長（古川隆三郎君）
　生田議員の精霊船、本当ににぎわったという情報がすぐ入ってきたところでありました
し、お坊さんが現場で生でお経を読まれた話もすぐ入ってきたところでありました。私た
ちの地域ではかかえることを差し上げろと、差し上げろというふうな言葉でやっています
ので、大体おおむねその様子はわかるわけですが、市役所職員が全てその担い手となって
準備をするのか、それともいろんなボランティアや地域の方々を練り回しというんです
か、見せ場といいますか、安全でできるような場所があれば、そういうところに一定確保
できないか。当然、この精霊船流し行事は島原で一番地域を巻き込んだ本当に大きな伝統
行事であると思いますので、検討してみたいと思います。
　ただし、その従前で、ことしのいろんな地域からの声、それから、昨年の市長を囲む懇
談会等での声を聞くと、おおむね町内会が高齢化していると、そもそも町内会での担ぎ手
がいないということですので、例えば、町内会に台車をこちらで準備すれば練り回し場ま
では運んできていただけないのか、あるいは１町内会だけで御負担が大きいようであれば
複数町内、萩原も実質４町内会でされています。例えば、うちの地区の新山も４町内で、
町内会が合同で船を出されていますので、ぜひそういう故人がお住まいだった町内会あた
りが幾つかでしていただけるような可能性があれば、そういったことも含めて検討すべき
だと思いますし、今般、市長を囲む懇談会でも出たんですが、がまだす地域づくり補助金
というのを今政策企画課のほうでしております。例えば、こういったものは地域のきずな
づくりというメニューとかにも当てはまる可能性がありますので、こういったものを活用
できればそういった台車であるとか、幾つかの地域でということ、そういったこと等踏ま
える中で、今言われたような、現場での担ぎ手がどのような形で可能なのか検討すべき余
地はあると思います。
 

３番（生田忠照君）
　僕が言う担ぎ手バンクは、市役所の中に担ぎ手を登録して、市役所の職員だけじゃなく
て担ぎたい人を募集すると。そこに本部があって、そこから、５人ぐらいちょっとうちの
町内足らんとけど、担ぎ手バンクに何人かくれんねというような感じで、こうやるという
ふうな、そういうイメージです。
　大事なことがもう１点ありまして、警察と協議をする場が欲しいんですね。今回もいろ
いろ広馬場もあったと思います。道路で堂々と船回しができるようにしていただきたい。
練る場所をちょっと広い場所に特定をしてもいいと思います。あくまで道路の交差点とか
広場とか。今みたいに規制だらけじゃ盛り上がるものも盛り上がらない。警察とけんかを
する必要は全くないわけですから、トラブルがあったときの責任とかも明確にして、きち
っとしたルールを話し合う場をぜひ設けていただきたいと思うんですけれども、いかがで
しょう。

市長（古川隆三郎君）
　いろんなまた、今回、８月15日の様子が入ってきている中で、やはり生田議員もそうだ
ったと思うんですが、特に初盆の家庭から考えれば、あの船は改めて別れの夜なんです
ね。その別れを惜しみながらも送りたいという船の様子を見れば、なかなか船から離れた
くなくて最後まで練るというんですか、回るという様子も昔から随分見てきていますの
で、警察ともそういう船に思いがあることや、また、あの時間帯、国道251号はバスが定
時に通っていますので、道路の使用という面で見ますと、やっぱり一定の規制も必要だと
思いますので、そういったもろもろの観点から、警察とも精霊流しのあり方や交通のあり
方等含めて協議をしてみたいと思います。

３番（生田忠照君）
　バスの件は知りませんでしたけれども、７時以降だともう道路使用許可をもらっている
ので、あの中でやらせてもらえないかというようなことでお話ししました。
　ことしは精霊流しの保存に向かって、いろんな意味で動き出す年にしなければならんと
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思うんですけれども、乱暴かもしれませんが、霊丘公園に一堂に集結をして３隻ずつとか
練らせるという方向へ統一する道筋ができないでしょうかと。
　活性化の財源として、不知火まつりのパレード、前から言っておりますけれども、言い
にくいんですが、数年後に終了をして、その財源を精霊流しのほうに向けていくというよ
うなことはできませんでしょうか。市長のお考えをお聞かせください。
 

市長（古川隆三郎君）
　財源というものはどこから持ってくるのかと、いろんな手法があると思うんですが、
今、議員の提案の、こちらを終了してこちらという考えは私は基本的には、もっと総合的
にしまばら温泉不知火まつりのあり方、パレードのあり方、あるいは年間いろんな祭りが
幾つもあっています。花火大会も含めて、いろんなそういったものを総合的に本当に必要
なものをどう育てていくのかと、そういった観点の中で、結果として精霊船に、さっき
僕、がまだす地域づくり補助金のことも言いましたけれども、そういったものが充当され
ることはあり得ると思いますが、１つのものを切ったからこっちという、現在、その発想
には至っていないところであります。
 

３番（生田忠照君）
　僕の話は乱暴かもしれませんけれども、結局、新しくするのは簡単です。やめるのが大
変なんですよね。だから、市長がやめやすいようにちょっと後押しをしたつもりでおりま
したけれども、次、行きたいと思います。
　私も来年ぜひ担ぎたいんで、ぜひそのときはお声をかけていただきたいと思います。
　最後の質問に移ります。妖怪ウォッチについてでございます。
　妖怪ウォッチについては、きのう、中川議員が非常に勉強になる質問をされたので、僕
も特に余り話す内容がなくなってしまいましたけれども、あのポケモンを超える人気の漫
画の作者が島原出身であります。きのうも答弁がありましたので、そもそも妖怪ウォッチ
とは何ですかと。この作品と小西先生のかかわり、それから、パテント権を持つレベルフ
ァイブに至るまで、市長が面談された内容を中心にちょっとお話しいただければと思いま
す。お願いします。
 

市長（古川隆三郎君）
　妖怪ウォッチというのは、小学生に聞けばもうほとんど全部、その小学生や保育園、幼
稚園の保護者に聞けばほとんど全部知っているような状況ですが、年配の方に聞くと、そ
れは何ですかと全く知らないという二極に分かれているようなところがあるんですが、妖
怪ウォッチという妖怪を探せる不思議な腕時計を手に入れた少年が、小学生が主人公であ
って、困ったことを引き起こす妖怪と戦ったり、また、親しみやすい妖怪と友達になった
りして、いろんな問題を解決していこうという学校生活や社会生活をモデルにした漫画が
妖怪ウォッチというタイトルであります。
　そして、島原出身の小西紀行さんという方が東京へ行かれて10年間は全く売れない、苦
労をされていたそうですが、コロコロコミックという漫画雑誌にほかの作品を載せている
中から、今度こういった妖怪ウォッチにたどりついて、一躍レベルファイブという企画す
る会社ですか、パテントを持つ会社が任天堂のゲームソフトにするとか、またいろんなグ
ッズ、食品からいろんなものに至るまでその妖怪ウォッチを広めることによって、今、社
会現象が起きているということであります。
　さらには、12月公開のアニメの映画まで今制作中であります。実は小西さんのお父様が
私どもの島原半島ジオパーク推進連絡協議会のボランティアガイドをされていたことで、
小西さんの存在を知り、お父さんにお願いして、今、本当に制作の現場の仕事場から自宅
に帰られない状況で忙しい方ですが、面会の時間を８月の初めにとっていただいたところ
でありました。それで島原出身ということですので、島原のためにいろんなことを御協力
いただけませんかと言ったら、自分もその思いが大変ありますということでございますの
で、版権はレベルファイブにあるわけですが、制作者としての存在、大きなものがありま
すので、島原の今後のためにいろんな形で応援してくださいということを今快くやりまし
ょうという形で引き受けていただいている状況であります。
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３番（生田忠照君）
　ああ、なるほどですね。流れがわかってまいりました。連載ですね、コロコロコミック
の連載が2012年12月から始まったということで、ことしの正月に一中の同窓会で話題にな
って、同級生が話題にして、同級生にこがんとのおるげなぞということで、ＦＭしまばら
から電話でそのＦＭに出てもらえませんかというようなことでしたのが、１月31日。
　それから、過去に手塚治虫さんのブラック・ジャックという作品が選ばれた栄誉ある講
談社漫画賞という大きな賞を受賞されたという島原新聞の記事がここにありますけれど
も、５月28日に出ています。市長の訪問はフェイスブックで見ますと８月２日だったんで
すが、このお父さんのボランティアガイドさんとお会いして、こうされたころですね、そ
れがいつぐらいの時点で注目、コンタクトをされていたのかちょっとだけお聞きかせ願え
ますか。

市長（古川隆三郎君）
　実は８月２日に会ったんですが、本当の面会の予定日は７月９日の予定にしておりまし
た。あの50年ぶりと言われた、たしか台風11号が近まっておりましたので、東京に出かけ
るよりも小西さんに連絡をして延期をさせていただきましたので、７月９日の予定の以
前、今の私の記憶によれば６月に入った時点で小西さんのお父さんに面会をしてお願いを
したというふうに、今、記憶をしておるところです。

３番（生田忠照君）
　要するに、講談社の漫画賞の受賞というのがやっぱりかなりインパクトあったんだろう
ということがわかりました。
　私も９月１日ですからつい先日、議会が終わってから一回東京でお会いしに行きたいな
と思って、お父さんのところを訪ねたんです。そしたら、たまたまいらっしゃって、きの
うおっしゃっていたイオンでのサイン会の後にちょっと寄られたということで、名刺だけ
お渡ししてお話をちょっとしたんですけれども、島原出身、ふるさとのために御協力をと
は言ってもビジネスの世界はシビアでございますので、市長もおっしゃるように、これだ
けの人気ならば、もう権利関係でがんじがらめということで、なかなかできることは限ら
れておりますけれどもということでおっしゃられていました。
　それで、ソフトな感じの取り組み方という形で、今度お正月に帰られるかどうかわかん
ないですけれども、帰省をされたときにサイン会を行うとか、僕としてはふるさと宣伝大
使ですか、そういうものを、任命式をやるとか、そういった協力だったら取り組みやすい
のかなということで、そういうことから始めてもらって、それで、権利を持っている親会
社さん、親会社の社長さんですね、きのうあった話なんですけれども、口説いて小西さん
が動きやすくする戦略がいいように思うわけです。親の許しがあったら子供が遊びに行き
やすいというような理屈になってこようかと思います。そしたら島鉄の妖怪列車や妖怪フ
ェスタ、あるいは子供や孫を連れた家族が島原にあふれることになってくると思います。
　ここで市長にお答えをいただきたいんですけれども、福知山支援などスピード感を意識
されている、機を見て敏な古川市長でございますので、レベルファイブ対策を市長の人脈
でどうつながるか、きのうの中川議員ではございませんが、やるかやらないかお答えいた
だきたいと思いますが、いかがでしょうか。

市長（古川隆三郎君）
　この件に関しましては、非常に機を見てラッキーだと思っています。日本中で注目され
ている作者が島原出身だということで、レベルファイブも含めて、そして、実は今、島原
城天守閣復元50周年とか築城400周年に向けてやっていますので、いろんな島原の歴史的
な今までのストーリーを小西先生のほうにもちょっと見ていただいたり御提案をしたりし
ておりますので、その中で小西先生の力をかりようと思っていますし、レベルファイブに
ついては、大牟田のほうとの今いろんなやりとりを始めたところです。その関係でも当た
ってみたいと思います。
　そして、サイン会の件もおっしゃいましたが、私としても何らかの形で、また、島原で
御都合がつけば来ていただいて、そういう場面を設定できませんかというふうな、今、御
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相談をしているところでありますが、いかんせん、連載と締め切りに追われて島原にお帰
りの際も自宅で仕事をするという条件つきで帰ってこられ、一晩、二晩帰ってこられたぐ
らいでしたので、機を見てというか、今がチャンスだと思っていますので、いろんな御提
案いただければと思います。
 

３番（生田忠照君）
　本当に、今何か条件が、いろんな条件がそろってきているというところですので、ぜひ
市長の手腕に期待をしたいと思います。
　それでは、最後の質問でございます。
　市民の気になる話題の進捗状況ということでございますけれども、きのうの答弁と重な
るところもありますので、もう報告形式で、東京学生寮、国体での注目選手、市庁舎、霊
南埋立地の順番でお願いをいたしたいと思います。よろしくどうぞ。
 

教育長（宮原照彦君）
　まず最初に、東京学生寮についてでございますが、寮生や保護者の皆様方には、今回の
学生寮の廃止につきましては、大変な御迷惑と御心配をおかけしたところでございます。
現在、皆様方の御理解、御協力をいただきまして、本日、最後の１人の方が退寮の予定で
ございます。
　なお、平成26年３月の定例市議会における移転補償費と平成26年４月の臨時市議会にお
いて家賃補償費の承認をしていただいたところでございまして、その後についても予算措
置そのものはもう行っていないという現状です。
　また、今後につきましては、学生の今までの寮生活からそれぞれ違った地で新たな学生
生活を始められますので、卒業までの学業や生活状況等について、定期的に保護者の方と
連絡を取り合いながら最後まで学業を存続できるように配慮してまいりたいと思っている
ところでございます。
　あわせまして国体関係も一緒に報告をさせていただきます。
　国体での注目種目についてということでございました。本県の団体種目では、島原高校
を中心とした剣道競技、また、本市で開催されます競技におきましては、バレーボールの
少年男子、他市で開催されます相撲競技の成年、ソフトボールの少年男子、バレーボール
の少年女子、なお、個人種目におきましては、2012年のロンドンオリンピック大会で個人
総合金メダルの体操競技の内村航平選手、あるいは陸上競技競歩の森岡選手、ウエートリ
フティングの成年男子の吉岡選手など、多くの優勝候補がいます。
　また、地元で開催されます弓道競技、レスリング競技、サッカー競技、バレーボール競
技におきましても、全国トップレベルの地元選手が多く出場いたしますので、市民の皆
様、ぜひ会場まで足を運んでいただき、日本のトップアスリートのプレーをごらんいただ
きたいと思っているところでございます。
 

総務部長（本多敏治君）
　新庁舎の建設状況についてでありますが、本年３月に策定をいたしました島原市庁舎建
設基本構想の基本理念であります「市民の安全・安心を守り、島原らしい特性を生かした
コミュニティーの中核としての庁舎」の建設を進めるため、最もふさわしい業者を選定す
るためのプロポーザル事業を行っているところでございます。
　今後のスケジュールといたしましては、年内に新庁舎の設計をお任せするにふさわしい
業者を選定し、契約をした後、設計に約１年半を予定しております。その後、解体工事等
に約半年、建設工事等に約２年を想定しており、平成31年からの業務開始を目指している
ところでございます。
 

産業部長（田上伸一君）
　次に、霊南埋立地についてでありますが、当該地につきましては、県から当市が購入す
ることとなっておりますので、購入後の埋立地の活用を検討するため、庁内の関係課長等
を構成員とするプロジェクトチームを本年６月に設置し、協議を進めております。
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３番（生田忠照君）
　はい、ありがとうございました。
　次は、エレナ跡地、水頭線の拡幅、それから大手北門線の廃止に伴う北門の堀口クリー
ニング屋さんのところですかね、その件。新町の跡地の状況と十八銀行下の両側通行、ヤ
マダ電機のところに進出するらしい大型ディスカウント店舗トライアルの内容について順
番でお願いをいたします。

産業部長（田上伸一君）
　エレナ一番街店の跡地の動向についてでありますが、現在のところ具体的な計画などは
聞いていないところであります。

建設部長（高見彰久君）
　愛称水頭通りの道路拡幅です。
　市道堀町縦線、これは御承知のとおり、市街地の中心部の商店街のほうに隣接をして家
屋が道路沿いに多数張りついている道路でございます。現在、幅員が狭いこともあって一
方通行となっております。これを拡幅改良ということになりますと工事費に加えまして多
額の用地費や補償費が必要となります。また、何と申しましても地権者や関係者の皆様の
御理解、御協力が必要となります。
　それから、次は大手北門線の状況ですけど、これまで都市計画道路という形で整備をし
て八幡町北門線のほうに接続をするように事業を行っているところでございますけど、事
業区間といたしましては、延長が190メートル、幅員が８メートルでございます。このう
ちの約７割、130メートルが完成をしておりまして、残りの60メートルで現在、地権者の
方に事業への協力をお願いしているところでございます。
　今回の都市計画道路の見直しの中では、都市計画道路としては廃止ということになって
おりますが、今後、市道の整備事業として継続して行ってまいりたいというふうに思って
おります。
　それから、新町の鯉の泳ぐまちの市有地の整備事業につきましては、８月26日に入札が
行われまして受注業者が決定したところでございます。９月から工事に着手して来年の２
月に完成をする予定でございます。
 

市民部長（小峯克彦君）
　新町の交通規制につきましては、観光客等の安全面を踏まえた周辺地域の通行規制につ
いて、鯉の泳ぐまち通りの西側の市道上の町上新町の道路拡幅工事の進捗にあわせた一方
通行の解除、鯉の泳ぐまち通りにおける許可車両を除く時間帯通行制限等について、地元
の皆様方の意見を踏まえながら警察署を通じて長崎県公安委員会とも協議を進めてまいり
ます。
 

産業部長（田上伸一君）
　大型店舗のトライアルの動向についてでありますけれども、株式会社トライアルカンパ
ニーからは前浜町から中尾町にかけての農地への出店を計画している旨の相談があってい
るところでありますけれども、具体的な届け出等の手続はなされていないところでござい
ます。
 

３番（生田忠照君）
　ありがとうございました。
　この議会が終われば、もう年末まで大きな行事がめじろ押しでございます。役所の方々
も大変だと思いますけれども、１つずつミスがないように、終わるように心からお願いを
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。（発言する者あり）正直が
一番でございます。ありがとうございました。
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