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長崎市議会議員

永尾 春文

２ 平和行政について

（１）被爆資料の文化財化の取り組み
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６月１２日（火）一般質問（60分）
質問者 公明党長崎市議会議員 永尾春文

１ 市長の政治姿勢について

（１）長崎居留地地域観光まちづくり

ア 松が枝国際観光船埠頭の２バース化

イ 伝建地区における土地・建物の活用

ウ 浪平小学校跡地の活用

再質問

・小曽根築地の顕在化

・ホテル立地に伴う生活道路安全対策

・ロシア土地内の危険空家対策

・伝統芸能館のあり方

・歴史的風致維持向上計画

（2）長崎つきまち株式会社の適切な運営

２ 平和行政について

（１）被爆資料の文化財化の取り組み

３ 地域振興について

（１）野母崎炭酸温泉アレガ軍艦島の温泉活用

（2）野母崎田の子地区地域拠点再整備計画

長崎市議会6月定例会が開催されました。

私永尾春文も、今回60分の一般質問を行いましたの

で、ご報告させていただきます。

３．地域振興策について

質問：この温泉は高濃度の炭酸が含まれている大変効果の

ある療養泉です。他都市では温泉マイスターという人材育成

や健康寿命の延伸と介護予防の観点から70歳以上に無料

券を配るなど市民の健康増進に取り組んでいました。本市に

おいても、このような取り組みやヘルスツーリズムなどを推進

すべきと考えますが市の見解をお聞かせください。

市の答弁：平成29年度は約14万6千人の方が利用し、日帰

り入浴は約11万3千人の方が利用している。ヘルスツーリズ

ムの取り組みは利用者の増加策として観光客誘致に取り組

んでいく。また、同温泉の効用を活用した市民の健康増進に

つながる事業の展開を今後検討していきます。

質問：メルカつきまち地下1階の公設小売市場の

運営は多額の税金を投入して運営されている。周

辺では民間において数多くの小売店があり、公的資

金を導入して運営する公設小売市場の役割は一

定終えており、長崎つきまち株式会社の運営を含

めて将来のあり方を考えるべきではないか。

市の答弁：開業時は40店舗入居していたが、現在

19店舗になっている。結果、地下1階部分の賃貸

料などの歳出約7700万円に対し、各店舗からの使

用料などの歳入が約2600万円で、差し引き5100

万円が市の持ち出しです。民間での安定供給が可

能となっているので、公設市場のあり方について検

討を行う時期と考えます。サウンディング調査なども

検討し、新規事業参入の可能性を考えたい。また

「メルカつきまち」の運営方法も考えたい。

議会

報告 NEWS

【ながお春文プロフィール】

１９６６年昭和４１年８月２７日(５１歳)

長崎市生まれ。長崎市立勝山小学校、

長崎中学校、県立長崎南高校卒業、

創価大学法学部政治学科卒

学習塾経営などを経て、現在、長崎市議２期。

公明党長崎県本部長崎南支部長、

公明党核廃絶長崎アプローチ構想推進委員会

副委員長

梅香崎中学校PTA会長

梅香崎中学校区育成協議会副会長

長崎市PTA連合監査本部役員

長崎市社会福祉協議会浪の平支部監査

浪の平まちづくり協議会事務局長

浪の平青年会

平和案内人1期生、長崎動物の会

◆野母崎田の子地区地域拠点再整備計画
質問:平成27年に市民ワークショップを開催し、この計画の

策定を進めていたが、まとまらなかったと聞いている。現在同

地区に恐竜博物館の建設も決定している。このような新しい

要素を取り入れ、改めて田の子地区再整備計画を立て、

具体的な地域活性化を明確にすべきと考えるが市の見解

をお聞かせください。

市の答弁：地域から具体的な事業などの提案がなされ、地

域振興や交流の産業化に資するもであれば、その具現化に

向けてしっかりと支援してまいりたい。

鍛
え
の
夏

質問：前回平成２９年１１月定例会で質問したが、その時の答弁の

中で「被爆資料は歴史資料としては歴史的にまだ新しく、先の戦争

資料についてはその指定の可能性について文化庁や専門家にご

意見を伺う。」とありました。その後、どのような取り組みがなされた

のか。

田上市長の答弁：原爆資料館には、約２万点を超える資料を収

蔵しています。一部資料については修復保全を行っています。被

爆資料を国の文化財として位置づけていく取り組みは、長崎市が

独自に行ってきた資料保存に国が協力する事なり、技術的支援

や財政支援が得られることから、有益な取り組みと認識していま

す。約２万点の資料の分類や評価について文化庁と協議を行って

いきたい。文化庁の文化財研修に職員を派遣するなど取り組んで

いきたいと考えている。

◆野母崎炭酸温泉アレガ軍艦島の温泉の活用

ホテル アレガ軍艦島

野母崎田の子地区の眺め

（２）長崎つきまち株式会社の適切な運営

メルカつきまち地下1階の築町市場って、

何か市と関係があるんですか？

はい、地下1階の築町市場は、長崎市中央小

売市場です。大正13年に設置され、平成10

年9月「メルカつきまち」の開業と同時に地下1

階に設置されました。運営については、長崎

市が長崎つきまち株式会社から地下1階を借

り上げ、各店舗に使用を許可しています。

◆今回の質問のポイント◆

①長崎市は長崎つきまち株式会社から地下

1階を約7000万円で借りています。

②長崎市は各店舗から使用料など約2600

万円収入を得ています。

①ー②＝約5100万円の税金で地

下1階築町市場は毎年運営され

ています。

被爆資料が国指定文化財になった

物はありません。これが実現すると、

国内外に大きな情報発信となり、物

言わぬ被爆継承の大きな一歩とな

ります。また、国の保存技術、財政

支援を受ける事ができ、市民の負

長崎原爆資料館収蔵庫にて
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今回の一般質問の重点項目 ● ● ●

（１）長崎居留地地域観光まちづくりについて ウ 伝建地区における樹木の管理

今回の一般質問の重点項目 ● ● ●

◆伝建地区における

土地・建物(ゆずり葉氏宅）の活用
質問：①市が所有するゆずり葉氏宅とその周辺敷

地の計画の進捗状況と今後のスケジュールは？

②洋館活用について民間活力の導入をどう考え

ているのか市の見解をお聞かせ下さい。

市の答弁：①ゆずり葉氏宅は平成27年中長期的

な保存計画を策定。今後、活用方法を検討し、平

成31年から32年にかけて耐震工事等を行い、周

辺敷地の整備を進め、平成34年利用開始を考え

ている。②民間活力の導入に当たっては、対話を

通して民間事業者の需要を確認しながら進める事

ができる「サウンディング調査」実施も検討する。

◆歴史的風致維持向上計画とは
質問：長崎居留地には観光地としての活性化と地

域住民の安全な暮らしの実現と定住人口拡大の

調和のとれたまちづくりが求められる。市は今後ど

のように取り組むつもりか。

市の答弁：歴史的建造物の保存活用と周辺の居

住環境の向上の調和のとれたまちづくりのため歴史

的風致維持向上計画策定を進めています。その

重点区域に長崎居留地の東山手・南山手地区を

予定し、今年度中の認定を目指している。認定後

は、東、南山手地区において、地域の皆様方と協

議の場を設け、規制緩和など具体的な取り組み

方策を検討していきます。

質問：伝建地区の樹木について、地元ではどれが環境物件として

指定されているものなのか認識されていないのではないか。樹木を

切ってはいけないと思っている方もいる。また、現在茂り過ぎていて

個人所有のものはどうする事も出来ずに危険な状態になっているも

のもある。支援を含め総合的に管理のあり方を検討してほしい。

市の答弁：

①環境物件に指定されている樹木は、東山手地区に39件、南山

手地区に64件あります。

②根元から伐採する時は市の許可が入りますが、通常の枝打ちや

剪定は申請や許可は必要ありません。

③環境物件に指定されている樹木は、所在地を示すマップや樹木

の表示などの周知を図っていきます。

④原型を留めないほどに繁茂した伝建地区の樹木に関しては、復

旧に際して2分の1以内の補助を受ける事ができます。

左記QRコードで

平成30年6月12日

永尾春文公明党市議

◆松ヶ枝国際観光船埠頭の2バース化
質問：進捗状況と埋め立てを含む2バースの土地

利用について高さ制限も踏まえた上で市の見解を

お聞かせ下さい？

市の答弁：長崎県と協議を進め、早い時期に整

備構想が策定できるよう取り組む。景観と土地

利用のバランスのとれた計画になるよう検討して

いく。

エ 浪平小学校跡地の活用について

 永尾市議の質問 市の答弁 

① 平成 19年に廃校になってから 11年が経過している

が、いまだ活用が決まっていないのは、おかしいでは

ないか。 

すでに閉校からかなりの年月が経過しており、

地域の皆様の意見もお伺いしながら活用策

を見出していきたい。 

② 防災の観点：この跡地は地元で防災避難訓練で使

用されている。市の避難場所になっているのか。ま

た、そうでなければ避難場所に指定できるのか。 

【消防局長】地域的に有効な場所と思います

ので、避難場所になるものと思っている。 

 

③ 景観の観点：世界遺産が二つもある地域になる事が

予想されるこの重点地区において、取り壊した校舎の

基礎がむき出しとなり、草が生え放題の荒れ果てた

土地が長年にわたってある事は望ましいことなのか。

一刻も早く地域の方、観光客の方が安心して集える

場所とすべきではないか。 

【まちづくり部長】美観の重要性は認識してい

るが、現在も地域の方が有効に活用されてい

るところもある。効率的効果的投資のあり方を

検討していくべきと考えている。 

④ 地域コミュニティの観点：学校跡地は地域コミュニテ

ィにとってシンボル、皆さんを一つにまとめる力がある

重要な役割を今も担っている。地域コミュニティにお

ける学校跡地の位置付けはどうなっているのか。 

【企画財政部長】学校跡地についても地域の

皆さんのご意見をお伺いしながら考えていく

べきと思っている。 

⑤ 執行部：私が浪平小跡地について質問するのは議員

になって今回が 7 回目です。このように検討が長期

間にわたっている事について執行部の見解をお聞か

せ下さい。 

【三藤副市長】学校跡地の活用を検討してい

く場合、このように長期にわたる場合もある。

いずれにしても地域の皆さんがどのような形

が望まれる形かと、つめていく必要がある。 

⑦ 田上市長：平成 27 年当時の企画財政部長の答弁

で「皆様のご意見をお伺いしながら、できるだけ早期

に最善の活用策をお示しできるよう前向きに検討して

いきたい。」とあった。市長の見解をお聞かせ下さい。 

【田上市長】地域の皆様のご意向は重要だ

が、長崎市にとっても重要な場所である。一

番いい使い方をしっかりと検討を進めていき

たい、交渉を進めていきたいと思います。 

 

◆ホテル立地に伴う生活道路安全対策
質問：ホテル立地によるタクシーなどの交通量の

増加が予想され、伝建地区内の生活道路の安全

対策をどのように考えるか。

市の答弁：①コンスイ坂などの側溝にみぞぶたを

付けるよう検討してまいりたい

◆小曽根築地の顕在化

歴史博物館の資料整理と企画展の取組
質問：幕末明治期に栄えた居留地の源流は、近

代貿易港として整備された小曽根築地にある。長

崎歴史博物館には、小曽根家から寄贈された貴

重な資料が数多くあると聞いている。近代日本の

富国強兵の原点、それに大きく関わった長崎市の

歴史がさらに明らかになるのではないか。収蔵資

料をさらに調査・研究し、企画展などを実施して市

民周知を図り、小曽根乾堂などの顕彰を行うべき

ではないか。

市の答弁：長崎歴史博物館には、小曽根家から

寄贈された書や絵画、印章など約340点が収蔵さ

れています。長崎市としましても、こうした収蔵資

料を有効に活用し、長崎市の歴史をより多くの

方々に知っていただきたい。その調査研究に努め

るとともに、企画展実施を含め、歴史博物館の共

同設置者である長崎県と共に検討してまいりたい。

◆ロシア土地内危険空家解体・除却
質問：ロシア土地内に危険空家が数多く存在する

が観光まちづくりの景観の観点、地域住民の生活

環境の安全の観点から好ましくない。この改善に向

けて市が取り組むべきと考える。

市の答弁：①現在地区内２５棟のうち１６頭が空き

家でそのうち１１棟は特に老朽化が著しい。年内に

把握できていない老うきゅう危険空家の所有者の

調査を完了し、適切な管理がなされるよう勧告、命

令、代執行も視野に入れ速やかに指導してまいり

ます。

◆伝統芸能館の今後のあり方
質問：照明による展示物の劣化問題、本物志向

によるくんちの出し物の設置場所の適切性、出し

物の多くが展示できていない展示規模の課題、一

方、居留地や世界遺産にちなんだ展示、演奏が

できるホールなど新しい機能の必要性など、今後

の伝統芸能館のあり方について市の見解は？

市の答弁：①施設の老朽化などくんち資料展示と

して課題があります。グラバー園全体の再整備計

画の検討の中で居留地という地域性を考慮して

検討してまいります。

今回多くの質問がある中、以下7点、特に集中的に質問しました。

長崎居留地 ゆずり葉氏宅周辺

市政に関する相談はお気軽に


