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３番（生田忠照君）（登壇）
　皆さん、こんにちは。実践クラブ、生田忠照でございます。ことし、最後の質問になり
ますけれども、今回は福祉の問題を取り上げたいと思います。
　まず最初に、皆さんは、これから迫りくる2025年問題を御存じでしょうか。今まで、余
り議論がなされてきませんでしたけれども、島原にとっては大変重要な質問になろうかと
思っています。ほかにも図書館の時間延長案件、大型店舗トライアル出店の件、養護老人
ホームありあけ荘の民間に移譲するお話について質問をさせていただきます。
　それでは、（パネルを示す）ここにパネルをお出ししましたけれども、2025年問題につ
いての質問です。一体これは何のことなのか。その問題に対して、島原はどのような対
策、考えを持っているのか。そんな内容でございます。
　最近、行政を見てみますと、国体や松平家サミット、不知火まつり、大学駅伝、議会な
ど、各種行事に追われて多忙な毎日のようです。しかし、そんな現実だからこそ、経済活
性化や高規格道路の交渉、この問題対策など、しっかり優先順位をつけて取り組んでいた
だきたいのです。２年がたち、市長は、どんなまちづくりを目指しておられるのか。きょ
うは、島原の高齢化社会という切り口で聞いてみたいと思います。そうか、なるほどと、
まちのイメージが湧くような答弁を期待したいと思っています。
　今、行政は、一番大事な少子化対策をこちらでやりながら、また、片一方で高齢化対策
もやっています。ただ、今のままでいいんでしょうか。備えがおくれれば、現代版の島原
大変、島原危機になると思います。大変という字はどういうふうに書きますか。大きく変
わると書くわけです。じゃ、何が変わるんでしょうか。実は、公的医療保険制度の転換期
がやってまいります。これを私は、もう１つのパネルで（パネルを示す）あえて私はこう
いうふうに島原大変と考えまして、島原高齢化大地震、災害のように呼ばせていただきま
すけれども、この高齢化社会の到来は、地震と違って、ずっと前からわかりきっているこ
とでございます。十分な準備や対策ができることでもあるわけです。しかし、自治体で、
これについては差が出ます。どうにかなるさとなめている自治体は被害が大きいはずで
す。
　近所の高齢者の方に聞いてみました。この島原で、この先、本当に安心して老後を暮ら
していけますか。答えは、年ばとったら老人ホームに行くけん、何も心配しちょらんと、
金もためちょるというようなお答えでした。
　しかし、現実はどうでしょうか。お金があっても、老人ホームは満室でもう入れませ
ん。病気で入院したくてもベッドがあいていないのです。家にいたくても、家族は働いて
いて、家には誰もいない。夜は家族に迷惑をかけるから、一晩中、我慢、我慢の日々が死
ぬまで続くんじゃないでしょうか。私は、まだ54歳です。若いんですけれども、その年代
になったときのことを考えますと、不安が多くて心配するんです。
　実は、僕は学校を出て製薬会社に勤めたために、人が亡くなっていく現場を数多く体験
してまいりました。そこは病院でした。病院では、毎日毎日、人が亡くなります。僕はや
っと実感しました。人間生まれたら、必ず死ぬんだと。逆に言うと、人は死というゴール
が来るまで生きるんだ。いつ死ぬかわからないから、毎日毎日、大事に生きましょうとい
う教えがあるわけです。当たり前のことを、原理原則を学びました。
　しかし、待てよと。日本人は80％の人が自宅で死にたいと願っているのに、たった12％
しか家で死ねない。最期を過ごしたい場所は自宅のはずなんですけど、何が問題なんでし
ょうか。どうしたら自分らしい望みどおりの最後を飾れるんでしょうか。何をしたらいい
んでしょうか。実は、そう思って会社をやめたのが33歳でした。20年前の話です。ですか
ら、これを見てください。（現物を示す）これは４年前に選挙に出たときのもの、パンフ
レットなんですが、３つ公約をしまして、その１番に病院で死ぬということと書いてあり
ます。今、80％以上の方が病院で亡くなられています。自宅で家族に見守られ、痛みもな
く、安らかに死を迎えることはとても難しいのです。私は、在宅ホスピスケアを推進し
て、自分らしい人生の終末を実現したいと思いますということを、皆さんにお約束をして
おりました。
　ここで、話を戻して、質問をさせてください。
　市長は、10年後、島原がどうなっていると想像していらっしゃいますか。つまり先を読
むといいますか、福祉の世界では注目度ナンバーワンの2025年問題とは何ぞやという質問
から始めたいと思います。
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　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）
　生田忠照議員の御質問にお答えをさせていただきます。
　2025年になると島原市がどのような状況であるかというお尋ねであります。
　本市は、本年度より高齢化率が30％を超えたところであり、2025年は、いわゆる団塊の
世代の方が全員75歳以上の後期高齢者になる年であり、2025年以降は、４人に１人が75歳
以上という超高齢化社会になると予想されています。75歳以上の方が加入する後期高齢者
医療制度における１人当たりの年間医療費は約92万円で、国民平均の約３倍であり、介護
保険においても要介護認定率が75歳ごろより上昇することから、医療費や介護給付費が急
増し、社会保障における財政のバランスが崩れることが大変大きな問題とされています。
その年を迎えるのが2025年の問題であると言われていると認識しております。

３番（生田忠照君）
　島原の高齢化率の話だけございましたが、その10年後についてもう少し詳しくひもとい
ていきたいと思います。
　10年後ですね。つまり病院のベッドとか医療の給付費ですね。今、お話ありましたよう
に、国民の平均は30万円ぐらい。しかし、医療給付費に関しては、75歳以上の方の給付費
という額は90万円、３倍にはね上がると。その額はすごいわけですね。約35兆円から54兆
円になると。介護給付費に関しては、2025年には2.4倍の8.1兆円から19.8兆円になる。
2.4倍。兆円の話をされてもようわからんとですけれども、すごい額だと思います。10年
後の今のベッド数や医療給付費、介護の入所施設の定員や介護の給付費、この辺の状況は
どうなると予測しておられるでしょうか。島原ですよ。

保険健康課長（堀　浩明君）
　済みません、医療費であったり介護給付費についての10年後の推計は現在のところして
ないところであります。

３番（生田忠照君）
　国のほうは、今、僕がちょっと口頭で申しましたように、試算シミュレーションをして
います。それについて大変だから備えをしようとしていますので、この島原は一体どうな
るのかというシミュレーションを何かの策で計算をしてみられたらどうかなと思います。
これは絶対必要だと思っています。
　それから、今まで、2025年問題の対策としては生活習慣や健康づくりですね。メタボ健
診なんていうのは、このことだと思いますけれども、発症をしないように、病気にならな
いようにというのと、それから、がん検診なんかにあるように、早く見つけてひどくなら
ない。要するに重症化予防、こういったものをやっていたわけですね。それが、最近、声
高に言われ出したのが地域包括ケアシステムというものなんですけれども、これはどのよ
うな内容なんでしょうか、教えてもらえますか。

福祉保健部長（金子忠教君）
　地域包括ケアシステムについてでございますけれども、これは、先ほどから出ています
団塊の世代の方が75歳以上になる2025年をめどに、重度な要介護状態になっても住みなれ
た地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるように、医療、介護、そ
れから、予防、住まい、生活支援、この５つが一体的に提供されるシステムの構築を目指
すものでございます。

３番（生田忠照君）
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　この前も委員会かなんかで言いましたけど、やっぱりネットに書いてあるようなことじ
ゃね、いま一つわからんわけですよね。
　それで、僕は、在宅にこだわってちょっと話してみようと思うんですが、在宅にこだわ
っていろんな事業もやってきましたけれども、それは間違っていなかったなと、最近、確
信をしました。デイサービスやホームヘルパーですね、ショートステイ、こういったもの
は在宅福祉の３本柱と言われるものなんですけれども、これからの島原は在宅医療と在宅
介護ですね。これをとにかく推進するべきだと思います。ほかの地域のモデルとなるよう
に、しかも可能な限り早くやらないとだめですね。
　そして、10月に広島に勉強に行きました。成功事例ですよね。それを勉強に行きまし
た。先月の末は、在宅を支えるにはどうしたらよいかを考える研修会が南島原市でもうあ
っています。その研修会にも行ってきました。多職種連携研修会といいます。どこも目の
色が違うんですよ、このことに関してはですね。本当に危機感を持っていらっしゃる、皆
さんですね。全国の議員さんたちも勉強に来られていましたけれども、目の色が違いま
す。焦っておられます。それだけお伝えしておきます。
　２つお聞きします。
　この地域包括ケアシステムをする目的は何なんでしょうか。島原は連携に向けての取り
組みはありますかということをお聞きします。

福祉保健部長（金子忠教君）
　この地域包括ケアシステムの目的というのは先ほど申しましたように、2025年問題とい
うことが先ほどから出ていますけれども、このところを境に爆発的に医療費とか、それか
ら介護給付費がふえてくると。このままじゃ社会保障制度そのものが成り立たないという
ことで、これに対応するものとして、さっき議員も申し上げられましたけれども、これま
での入院とか、それから入所を中心としたものから、在宅医療、それから在宅介護へ軸足
をシフトしようというところが中心的な考えなんじゃないかなと思います。
　それからもう１つ、本市の在宅医療、介護の取り組みなんですけれども、本市におきま
しても、３月に、医療、介護、それから、福祉の多職種連携研修会というのを有明の文化
会館で開催をしました。これによりまして、共通理解を図るとともに、島原市の在宅医療
のあり方を検討する委員会の立ち上げの準備を今進め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。僕も同じ意見でございます。
　少し話してから、質問をしたいと思います。
　広島県御調町、これは有名なところなんですけれども、ここの包括ケアの目的は、寝た
きりを減少させる、寝たきりゼロ作戦、それから、医療費の伸び率の鈍化ですね。医療費
がどんどん上がるのを何とか鈍化させようと、それから、地域活性化、元気なお年寄りを
つくって経済の循環をよくしようというような話の３つでした。病気にならない、介護を
必要としない元気な高齢者をつくるしかもう方法はないんです。それから、元気でお金を
使う高齢者は地方にとってはウエルカムなんですよ。午前中、議員さんも言われましたけ
れども、ウエルカムです。元気なお年寄りはですね。
　そしてまた、このシステムの構成要素には生活支援、それから、福祉サービスの提供と
同じく、今、部長言われたように、住まいが重要な要素です。どこで暮らすのか、最期を
ですね。どこで暮らすのか。これを予測しなければいけません。高齢者が短期的にぼんと
ふえるから、じゃ、もうちょっと施設をふやせば、病院ばふやせば、もうそういう時代じ
ゃなかわけですよ。足りないからつくりますかと。いずれはその年寄りも減るわけです。
高齢者ももう減ります。これは現実の話です。医療、介護、福祉関連の耐用年数が高い建
物、コンクリートの建物ですね。そういったものをどんどんつくって整備するというの
は、子供が多いから学校をどんどんつくったですよね。そういった状況といっちょん変わ
らんごとなるわけです。だから、もうつくれない。だから、行くところないから在宅を支
えるしかないわけです。そういうふうな流れが、この包括ケアシステムの趣旨になってく
ると思います。僕は、もう持ち家、あるいは賃貸住宅に住み続けるのが大半になると見た
ほうが正しいんじゃないかなと。
　ここでまた、２つ質問をいたします。
　サービスつきの高齢者住宅をふやすお考えはないでしょうか。
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　また、医師不足が──お医者さんの数も少ないわけですから、医師不足が深刻な中、こ
の島原の地域医療というものに関してどのような方向に進むべきだと思っていらっしゃる
か、お考えがあれば教えてください。

保険健康課長（堀　浩明君）
　サービス付き高齢者向け住宅につきましては、国土交通省と厚生労働省のダブル所管に
なっておりまして、国土交通省のほうで建設の補助あたりを出して推進を図られるという
ことでございます。

市長（古川隆三郎君）
　議員おっしゃるように、2025年問題で高齢者が今増加をしていますが、実は2025年を過
ぎると、今度は高齢者自体が減少をしていきます。（発言する者あり）2060年やったです
かね。（発言する者あり）2060年。それで、実は今、島原地域広域市町村圏組合でも、い
ろんな特養だとか待っている方々が多いので、今後の施設のあり方等を検討されているよ
うでありますが、やはりあくまでもふえるからといって施設をふやしていけば、いずれ
は、さっき小学校の例をおっしゃったように、今度は供給過多になる時代が来るというこ
とで、どこまでふやせるかということなんかを議論されているところであります。そうい
ったことから考えれば、やはり今後、空き家等の問題も必然的にふえていっていますの
で、在宅を視野に入れた医療のあり方、それから、地域コミュニティー、広島県の御調町
ですかね、あの医療法人の先生の講演会を僕も聞いたことがあるんですが、いわゆる介護
福祉事業は地域の活性化だというテーマの講演を僕は聞いたことがあります。そうする
と、山の中の地域でも、医療、介護から地域活性化になっている。地域のコミュニケーシ
ョンも非常に活発化になっているという事例でありましたので、やはり婦人会や自治会、
町内会、そういったことのありようも含めて、これからやっぱり地域のコミュニティーを
築きながら、医療のあり方、住のあり方、そういったことを検討する余地はあると思うん
ですが、いきなりサ高住の整備というところは、今からの空き家の進捗状況や個人の持ち
家、貸し家等の充足率、そういったことを十分踏まえる必要があるかと考えます。

３番（生田忠照君）
　わかりました。僕としては全然つくるなということじゃなくて、ある程度もうお考えが
あるのかなと、もう10年先ですので。どのぐらいまで整備して、そして、その住宅にどう
いった方たちを住まわせていくのかというようなビジョンがあればと思ってちょっとお聞
きしたわけです。
　医師不足のこともちょっとお話しましたけれども、これについては御回答がありません
でしたけれども、僕は、医療では今言われているのはかかりつけ医の充実が流れのようで
すと。大病院志向が、やっぱりみんな不安なので大きな病院に行きたがるわけですね。そ
うすると、いろんな検査がかかって、医療費の増加の要因と考えられてきているわけで
す。だから、身近な近所のお医者さんところに行って、まずはそこできちっとした判断を
してもらうというようなところのかかりつけ医の充実が流れのようです。
　私は、寝たきりや認知症、がん末期など、在宅でのみとりを積極的に推進する施策が必
要だと思っています。要するに、家で死なせるということでしょう。そのためには大変だ
から何したらいいんだというのをもう考える時期に来ているんじゃないかなというふうに
思っています。医学にも限界があります。お医者さんが家族の理解を取りつけて、そし
て、死ぬ時期ですね。適切に判断できるように、もう市民の方に啓発をする必要が出てき
ていると思っています。そのためには、やっぱり家に帰るということは、家でやっぱり近
所のおじちゃん、おばちゃん、同級生、みんな、顔なじみが来るということですから。こ
れは清水さんのお話にもあったように、町内会や地区レベルで地域のお世話をする。もう
地域が町内会が高齢化していますので、そこにタウンマネジャーという地域のお世話をす
る職員さんなり、そういう雇われた高齢者の60歳ぐらいの人なりを配置して、底上げ、あ
るいはてこ入れ、そういったものを町内会にしてやらないといけなくなってきます。そう
いうふうにしていかなければいけないんじゃないかなと僕は思うわけです。
　それから、最後に市長にお聞きをしたいと思います。
　この在宅医療ですね。在宅医療、介護、これを推進するために何が必要だとお考えにな
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っていますでしょうか、幾つかあるとは思うんですけど。

市長（古川隆三郎君）
　まず１つには、在宅医療、介護等を充実するためには、介護職に準ずる職員の方の雇用
という問題があると思います。
　それに、今、国レベルでもよく言われているのが、保育士であるとか介護職員の待遇面
での、非常に手取りといいますか、収入面でやっぱり不安視されているようなことも、こ
れは国策として充実をさせていただきたいと思いますし、やはり親子や、おじいちゃん、
おばあちゃんから見ればお孫さんであるとか、そういった家族内での家族構成のやはり希
薄化、少子化、そういったものが、やはり誰かが高齢者が在宅でいらっしゃる場合にみと
るというときの、いわゆるお世話をするという時点での家族構成が非常に少なくなってい
る。小家族化ということがやっぱり大きな僕は障害になっているんじゃないかというふう
に在宅の場合は考えております。

３番（生田忠照君）
　２つほどお答えがあったみたいです。
　まず、子供が少なかったりすることで家族の介護力、これが足りないので支援する体制
をつくらないといけないんじゃないか。
　もう１つ、最初に言われました在宅医療に取り組む医師や職員さん、従事者の確保、そ
れから、育てる、育成ですね。こういったものが２点。
　それから、３点目に、急変をしたときに、やっぱり家にいると急変したときに怖いん
で、緊急入院する受け入れ態勢の確保ですね。
　それから、みとりをするときに、がんや難病など非常に医療ニーズの高い患者さん、こ
ういったものの受け入れ態勢。
　最後に、各地域の医療従事者、大体この地域包括ケアは中学校区とかで整備するという
ような話になっていますけれども、各地域の医療従事者間のネットワークづくり、それか
ら、チーム医療の体制というようなことで、医療に関するような内容が非常に多いんで医
師会を中心に進めていただきたいと思うんです。
　もう答弁要りませんが、私は、この2025年問題を乗り切るためには、在宅医療、在宅介
護も充実させるしかないと、何回も言っております。この生活支援と福祉サービスの提供
ができる住環境ですね。町なかでそういう生活、サービスつきの高齢者住宅ができてくる
というような、そういう住環境が整ったり、バリアフリーが進んだりすると、都会で、こ
れから介護難民というものが必ず出ます。都会は高齢者がこうふえるんです。子供はこう
です。こんなＶ字型の。島原は、高齢者もすぐに減る。子供も減る。こんなです。都会は
ふえるんです、高齢者が。これで、行くところがないのは都会のほうがひどいんです。だ
から、行くところがない介護難民が必ず出てくると。そこを狙ったらどうでしょうか。高
齢者の増加は都会のほうが爆発的ですから、そこがチャンスだと思って、島原出身の方々
はもとより、老後は安心なふるさとに帰っておいでと、早目に帰っておいでやと。年とっ
ても、ちゃんともうシステムのできちょっとよというようなことで、強いメッセージを送
れるんじゃないかなと思っているわけです。老後に安心なまちづくりというのは、そうい
う効果もあるということです。これが僕の質問の趣旨でありますので、御検討のほどよろ
しくお願い申し上げます。
　それでは、２つ目の質問に移ります。
　島原図書館でございます。島原図書館の開業時間延長についてでございます。
　この議会で、条例改正の議案が出ております。しかし、十分な検証はされたんでしょう
か。
　まずは、昨年度、この図書館運営に幾ら事業費がかかっているのか、あるいは主な経費
は何で、それが幾らぐらいなのか、財政面のほうから聞いてみたいと思います。よろしく
お願いします。

教育長（宮原照彦君）
　島原図書館の事業費内訳についてでございますが、平成25年度におきまして、島原図書
館指定管理料は4,112万円でございます。
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　その主な使途といたしましては、職員の給与、賃金、福利厚生費を合わせた金額が
2,115万円、図書館に置く新聞、雑誌代金を含む消耗品費として371万円、光熱水費470万
円、施設管理業務委託料として431万円、図書システム用機器貸借料ということで268万円
となっております。
　また、指定管理料とは別に、図書費600万円、施設修繕72万円、書架の購入20万円など
を支出しているところでございます。

３番（生田忠照君）
　図書費というのは、この決算に入っていない項目ですかね。

社会教育課長（松本恒一君）
　先ほど答弁いたしました図書費600万円ですけれども、これは市の一般会計予算で組ん
でいる経費でございまして、事業団のほうの予算には計上されていないところでございま
す。

３番（生田忠照君）
　わかりました。これにある消耗品費の中の図書というのは雑誌ということですね。は
い。
　質問をしたいと思います。
　給与や福利厚生ですね。ちょっと見方を変えますが、賃金まで含めての人件費ですね。
それから、光熱水費。時間延長を今回やってみたわけなんですけれども、一応３月末まで
ぐらいで、今年度の決算は幾らふえそうですか。ふえる金額だけ教えてもらっていいでし
ょうか。

社会教育課長（松本恒一君）
　人件費の前年度との比較ということでございますけれども、年間としての試算は現在行
っておりませんが、前年と今年を比較しまして、現在までのところ月平均30万3,000円の
増加となっております。（発言する者あり）
　光熱水費につきましては、４月から11月までの８カ月間で比較しておりますが、前年よ
りも20万997円の増となっております。

３番（生田忠照君）
　しつこいようですけど、電卓はあるので、それ掛ける12とか、そういう形で出してもら
っていいですか。

社会教育課長（松本恒一君）
　済みません、改めて答弁させていただきます。
　人件費につきましては、前年よりも約363万円増加の見込みでございます。
　また、光熱水費につきましては、約30万1,000円の増加を見込んでおります。

３番（生田忠照君）
　人件費と光熱水費だけですけれども、合わせて400万円ぐらいふえるんじゃなかろうか
という予想はつくわけですたいね。
　それから、もう１つ教えてください。
　さっきの図書費なんですが、雑誌以外の図書費は600万円ということなんですが、これ
年度別に、ここ二、三年をちょっと聞いてみたいと思います。ふえているのか、減ってい
るのかですね。
　それから、先ほどの400万円、人件費と光熱水費の400万円という分の財源なんですけれ
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ども、これは国や県から何か補助があるんでしょうか。それとも、島原市単独の負担にな
るんでしょうかということをちょっとお聞きしたい。

社会教育課長（松本恒一君）
　図書費につきましては、先ほど説明いたしました600万円は島原図書館の図書費という
ことで計上しておりまして、有明とトータルでは950万円ということになっております。
　平成25年度までは1,000万円、予算を組ませていただいておりました。ほぼ予算額どお
りで図書を購入させていただいております。平成26年度が950万円の予算を計上させてい
ただいておりました。（153ページで訂正）
　なお、人件費に関する補助についてはないところでございます。

３番（生田忠照君）
　今のお話ですよね。まず、図書費はふえていない。これは消費税込みですかね、税込
み。（発言する者あり）税込みだったら８％になるから、もっと実質は減るわけですたい
ね。1,000万円が950万円。図書費は一応減っている状態ですね。図書費は同じというけ
ど、ちょっと減っている。
　それから、財源については、この財源は自主財源だから、毎年毎年400万円というの
が、10年で4,000万円という形でふえてくるというようなふうにも読めるわけですよね。
　片や自主文化事業の、例えば、子ども狂言、市長も絶賛されておりましたけれども、そ
ういった自主文化事業の財源については10％削減せよというような指示も出ているようで
す。
　本が読めるということですね。この図書館のことに関しては、僕は、本が読めることに
関しては、これは最高の福祉じゃないかなと理解をしています。その機会をふやすため
に、オープンする時間を少しでも機会をふやすために広くしようという狙いも十分わかり
ます。４月から試験的に始まったテストなんですが、僕はでっきり１年間ぐらいやって、
そして、その議論の中心に、決算も出して、その上で図書館を一生懸命支えている、図書
館には図書館協議会というものがあるので、そういった方々と議論をしてから出てくるも
んだろうと思っておりました。今、先ほどお話した図書館には協議会があると。この協議
会について書かれた条項がございます。第５条、これを読んでもらっていいですか。協議
会の件です。

社会教育課長（松本恒一君）
　島原図書館設置条例の第５条について読ませていただきます。
　図書館協議会第５条、「図書館法第14条の規定に基づき、図書館の管理運営に関し、教
育長の諮問に応じるとともに、意見を述べるため、島原図書館協議会を置く。」
　第２項、「協議会の委員の定数は、10人以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、家
庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱
する。」
　第３項、「委員の任期は２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間と
する。」
　第４項、「協議会に関する庶務は、委員会事務局において処理する。」
　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。
　この委員会ですね。図書館の管理運営に関して意見を述べるということになっておりま
す。松坂議員がよく言われる充て職じゃないみたいです。これはですね。（発言する者あ
り）それで、図書館の管理運営に対して非常に情熱を持って意見を述べられたいるはずな
んです。その協議会の意見が、この時間延長に、今、まだ反対が多いと聞いたんですけ
ど、本当なんでしょうか。それとも、やっぱり協議会というのは、何というんですかね、
名ばかりの行政のイエスマン組織、よく言われますけれども、そういったものになってし
まっているんでしょうか、お答えしていただきたいと思います。
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社会教育課長（松本恒一君）
　図書館協議会につきましては、今年度、３回開催をさせていただいております。その中
の第２回目、９月に開催したときに、今回の時間延長の試行に関しての御意見をいただき
ました。このときは図書館の利用人数とか、また、貸し出しの実態を説明した上で、さま
ざまな御意見をいただいたところであります。そのときの主な意見としましては、やはり
司書を常に配置しながら、カウンターの質が落ちないような図書館にしてもらいたい。ま
た、開館時間延長につきましては、午前の１時間については、これまでも要望があったた
めいいんじゃないかと。ただ、夕方の状況については、当然働いている人たちにも便宜を
図るためには必要だと理解しています。ただ、やはり曜日とか冬時間など今後も検討が必
要じゃないでしょうか。また、島原市としてどんな図書館を目指すのか、市民に合った運
営をということで御意見をいただきました。
　また、第３回目、11月に開催した協議会、このときには条例改正についての御意見を直
接お伺いをいたしました。そのときの御意見といたしましても、やはり曜日による延長と
か季節による延長、それに伴う費用負担の問題も考えて、もうちょっと検討が必要じゃな
かったんでしょうかという御意見もありました。具体的には、冬場の利用状況を見たほう
がいいんじゃないかとか、土曜の夜の延長は必要じゃないんじゃないかとか、という意見
もありました。しかし、中には、延長されて助かっているという声も聞きますし、働くお
母さんたちにとっても延長はありがたく思われているというふうな意見もあったところで
ございます。
　図書館協議会といたしましては、このまま延長ということにつきましては、いろいろ御
意見もあったわけなんですが、延長するのであれば、定員の増とか図書費の充実とか、こ
ういったものを強く要望しますということで御意見をいただいたところでございます。

３番（生田忠照君）
　これも学生寮と同じで進め方が強引じゃないかなと心配するわけなんです。いいです
か、ちょっと御説明します。会議は年に２回あります。６月と２月ですね。昨年の６月の
会議まで、延長の話は全くございませんでした。そして、ことしの２月に突然、４月から
試験的に延長をしたいということになって、四の五の言わせず、もう時間も、もうこの時
間で延長したいというようなことだったそうです。そのやる前提に対して、やっぱり反対
意見が出たと。試験的といっても、試験をすれば、またそれで評判がよかったんで決定で
すというような形になりませんよねというような質問まで出たと聞いております。
　この議会前の11月ですか、臨時会まで開いて意見を聞いたら、相変わらず反対が今おっ
しゃったようにあったということなんで、それを踏まえた上で12月には条例改正まで出し
よるというところで、これは何か一体急ぐ理由が何かほかにあるんでしょうか、ちょっと
教えてください。

社会教育課長（松本恒一君）
　図書館の福祉の向上を目的としたサービスといたしまして、やはり開館時間の延長とい
うものは私も必要じゃないかと考えております。特に、延長することによって市民の皆様
が自分の好きな時間に行けるというところが大きなメリットじゃないかというふうに考え
ております。現在、試行期間ではあったわけではございますけれども、やはり早目に時間
を設定しまして、幅広い形で図書館を利用していただきたいという考えもあります。ま
た、市民の皆様方からも開館を延長してほしいという御要望もあった関係で、今回、条例
改正をお願いしているところでございます。

３番（生田忠照君）
　わかるんですね。
　ただ、お金がかかるから、やっぱり基本の本代はふえていない状態。それから、評価の
高い文化事業の予算が削られるようになったら、何のために文化の振興とかこういう福祉
充実をやっているのかわからなくなってくると。
　私は、ここで聞いてほしいんですけど、この時間延長については、いいも悪いもまだ判
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断をしていないんです、自分自身。僕が言いたいのは、これから、やっぱりいろんなこと
を我慢せなんいかん時代がきます。毎年、負担がふえる話には慎重になるのが当然じゃな
いかなと思うだけです。まずは、協議会の方々ですよね。これが納得されるだけの話をし
っかりやってもらって、そして、大切な条例の改正を議会でまた改めて議論すればいいじ
ゃないですか。そういうことを思っています。いかがでしょうか。

教育長（宮原照彦君）
　先ほど課長も申しましたが、公立図書館という図書館の名目、それから、やはり市民の
方の声、そして、やっぱり利用時間の利便性というんでしょうか、そういったことに我々
としては報いるということで、また、先般、11月17日に行いました図書館協議会の最終的
なまとめといたしまして、これはもう課長と重なりますが、延長するのであれば、定員の
増、図書費の増を協議会でも強く要望するということで、より充実した図書館サービスを
目的として、また、今よりも質が落ちないような充実を図ることによって市民の方の要望
に応えたいと思っているところでございます。

３番（生田忠照君）
　もう答弁は結構ですけれども、やっぱり定員を、その職員をふやしたりすれば、さっき
の金額じゃ済まんようになってくるわけですね。図書費もふやしてほしいというなら、図
書費用もふえてくると。この前、図書館の駐車場購入もしたじゃないですか、便宜上高め
るためにですね。あれだって億の金だったろうと思います。
　僕は、ちょっと話はそれますけれども、民間ではやっぱり会社の状態というのはトイレ
を見ればわかるというようなこと言われています。ちょっとこの写真、最後に見てもらい
たいんですけど、（写真を示す）これは現在の図書館の写真でございます。２枚あります
けれども、もう下は腐って破れかかってそんままですね。だから、何を言わんかですけれ
ども、ことしの事業計画というのがありますよね。その中の30ページに、施設の整備、管
理保全に努めると。館内の美化に、こういうやつの一番下、書いてあります。管理美化に
努めるというふうに書いてあります。これを直すのには多分、建築屋ですから３万円ぐら
いしかかからんじゃないかなと思うのでぜひやってみてくださいとお願いをいたしまし
て、次の質問に移ります。
　大型店舗トライアル、これの出店の動きについてでございます。
　過去に何度も質問をしていますけれども、一体この店舗は何を売っている会社なんです
か。

産業部長（田上伸一君）
　トライアルはどういう商品を取り扱っているかということでのお尋ねと思いますけれど
も、トライアルにつきましては、食料品、家庭用品、衣料品等を広範囲に扱う郊外型総合
販売店であります。

３番（生田忠照君）
　出店の動きはまだありませんでしょうか。

産業部長（田上伸一君）
　出店の動きについてでございますけれども、トライアルについては、前浜町から中尾町
にかけての場所に出店を計画されており、開発行為に係る事前協議申請書が長崎県に提出
されており、本年11月に開発計画の事前協議会が開催されたところでございます。

３番（生田忠照君）
　いよいよ動き出したというところだろうと思います。開店予定といいますか、工事の着
工予定なんか、わかる範囲で結構ですが、教えていただけませんでしょうか。
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産業部長（田上伸一君）
　工事の施工予定等についてでございますけれども、現在のところ、平成27年３月ごろの
着工で９月ごろの完成を予定されているということでお聞きしております。

３番（生田忠照君）
　はい、わかりました。
　トライアルはこのぐらいにしまして、最後の質問に移りたいと思います。
　養護老人ホームありあけ荘、移譲の動きについてでございます。
　きのう、同僚議員からも質問がありましたので、重複は避けて質問をさせていただきま
す。
　まず、この養護老人ホームと特別養護老人ホームとの違いは何なんでしょうか。簡潔に
お願いいたします。

福祉課長（松本直樹君）
　まず、養護老人ホームでございますけれども、養護老人ホームは、経済上の問題、低所
得者の方ですね、であって居宅での生活が難しい方を、入居の申し込みがあって、市が設
けた判定委員会で入所の必要があるかどうか判定した上で、行政側が措置して入所をさせ
る施設でございます。
　特別養護老人ホームは、介護保険のサービスの提供を受ける老人ホームでありまして、
ある程度、要介護３以上ぐらいの方の割と重い介護とか必要な方について、事業者と利用
者の間での契約によって入所がされる施設でございます。入所の判定については、それぞ
れの施設の中で判定委員会等を設けられて判定をされているものと思います。

３番（生田忠照君）
　聞かれている方もおわかりになったかと思うんですけれども、養護老人ホームは市の予
算ですね。それから、特別養護老人ホームは介護保険というようなところが大きな違いじ
ゃないかなと思うんですが、いいですかね。
　それから、次、行きます。
　全国的に今、措置費で、措置費、要するに市の予算の措置費で運営する養護老人ホーム
では、財政負担が多いために行政はやめているところがもう結構多いみたいです。民間に
移譲しても続けるというそのお考え、やめているところが多いのに島原はやるわけですよ
ね、民間に移譲してでも。そのお考えを聞きたいと思います。

福祉保健部長（金子忠教君）
　先ほど福祉課長が申しましたように、養護老人ホームというのは、経済的、それから、
環境的に措置が必要な方ということで御説明申し上げましたとおり、これから高齢化に向
かってどんどんまだ高齢の方がふえます。それから、いろんな経済状況ですとか、家庭環
境の複雑な方、もうどんどんふえてくると思います。そうした中で、運営が民間であろう
と、公立であろうと、養護老人ホームの必要性というのは、私は変わらないと思っており
ます。そういうことで、移譲するんですけれども、養護老人ホームそのものの存続は今後
とも必要だと十分に理解をしております。

３番（生田忠照君）
　財政負担のある中、すばらしい決断だろうと僕は評価をしております。
　ただ、大変だろうなと思っていますけれども、この移譲のスケジュールですね。まだ説
明会もなされていないようですが、どうなっていますでしょうか。

福祉保健部長（金子忠教君）
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　移譲なんですけれども、当初の計画より、確かにちょっとおくれておりますけれども、
できれば３月までに、今年度内には移譲先候補者の選定まで終わりたいなというふうに考
えております。

３番（生田忠照君）
　わかりました。
　それから、やられるんであれば、商店街のエレナの跡に、１階に商業店舗、２階のほう
にありあけ荘というようなイメージはどうかなと思うんですよね。そのためには、建設部
長に聞きたいんですが、やはりどうしても水頭線の２メートル拡幅、双方向通行、これが
やっぱり必要になってくるんだろうと思うんですけれども、仮に地権者の８割がやってく
ださいと、同意してきたということになってくれば、これは検討してもらえるんでしょう
か。

建設部長（高見彰久君）
　道路整備については、やはり地権者、土地の問題が一番大きいと思います。そういう中
で、８割以上の地権者の方の合意をとった要望書を出していただければ、事業の実施に向
けて検討をしたいというふうに思っております。

３番（生田忠照君）
　何せ高見部長にも時間がないもんですから、頑張らせていただきたいと思います。あり
がとうございました。
　最後になりますけれども、ことしも東北の児童養護施設に義援米をつくって送らせてい
ただきました。その稲刈りが終わった田んぼにリアルなかかしを飾っております。この皆
さん、24時間、働いていらっしゃいますので、ぜひごらんいただければと思います。
　長くなりましたけれども、以上をもってまちづくり命、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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