
１２月市議会定例会から 注目ニューーースっ ●

温湿度調査が整備決定の決め手に

公明党は２６年度からいち早く提言◆

市議会公明党として長年にわたり要望を行ってきた「全小中学校へのエアコ

ン設置」が実現することとなりました。２か年をかけて整備する予定ですが、

まずは全ての中学校と抽選により１２の小学校が先行整備となります。

温湿度計を全教室に設置し、教室内温室度調査を実現！（平成29年11月一般質問）

今回のエアコン設置の決め手のなったのは、平成30年度に初めて行った全教室の温湿度調査に

よって判明した適正温度超過でした。平成29年11月私の一般質問において、他都市のエアコン

設置決定の理由が、教室内の温湿度調査を行い、温度管理が不適切であることが判明した事から、

長崎市においても、まずは教室に温湿度計を設置し、教室内の温湿度を調査するよう私は訴えま

した。教育委員会は、温湿度調査を実施する答弁をし、今回の調査が実現しました。この事によ

り、教室内温度の超過が判明し、エアコン設置決定につながった事を大変うれしく思います。

Vol.20
2018.12

長崎市議会議員

ながお春文
市政

NEWS調査

ご あ い さ つ

日頃より大変お世話になっております。

12月3日（月）市議会議員2期、通算17回目の

一般質問を行いました。未来の長崎市にとって

確かな一歩となるよう取り組みましたので、ご

報告します。

1．市長の政治姿勢

（1）海洋技術産業振興の進捗

（2）宿泊税の早期導入

（3）公共施設の維持管理

2．防災行政について

（1）本市における地震災害の危険性の啓発と

発災時の市民周知

（2）拠点避難所の取り組み状況

3．文化観光行政について

（1）MICE産業振興の進捗

（2）端島（軍艦島）の災害対策

4．平和行政について

（1）平和公園の雨天時対策の進捗

（2）賢人会議の成果

5．動物愛護行政について
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サポート
小曽根公園で

イルミネーション点灯式！

冬

11月25日(日)長崎市小曽根公園で、

青年会主催によるイルミネーション点

灯式が行われ、地域の子供たちや住

民の方が100名ほど参加されました。

実績！

核廃絶と賢人会議に対する被爆地長崎市の役割

2018年11月14，15日に外務省主催の第3回核軍縮の実質的な進展のための

賢人会議が長崎市で開催されました。昨年7月に国連で採択された核兵器禁

止条約をめぐり、核保有国と条約推進派の非保有国の間に深い溝ができた。こ

の解決のため、日本がこの会議を設置した。今回の会合でも、橋渡し役を目指

して議論を続けたが、結論は出なかったが、今回の会合の意義について、考え

「違う考えのメンバーが敵対せず尊

敬しながら議論ができた。これは非

常に重要だ。」

また、国連での政府間の議論が

「伝え聞くところでは、非常にとげと

げしくなっている。」

白石隆 賢人会議座長の記者

この記者会見のコメントは大変

重要です。核廃絶について被

爆地長崎市で議論を行う重要

性の認識をはっきりと示されま

した。

Ｑ：被爆地長崎市での賢人会議の開催の意義が高

く認められた。今後長崎市にMICE施設が整備さ

れ、様々な国際会議の環境が整う。2025年NPT再

検討会議などを見据え、市長自ら積極的に国際的

な平和の会議誘致取り組むべきと考えるが見解を

お聞かせください。

市長：MICE施設整備完成を見据え、国際的平和会

議の誘致は非常に重要と考えます。長崎市が平和

で世界に貢献し、その中で子供たちが育っていき、

長崎市に誇りを持つことが大事である。今後、国

際的平和会議の誘致にしっかりと取り組んでいき

たい。

MICE完成を見据えた、

国際平和会議誘致の取り組みについ

福山市の動物愛護センターを調

査しました。

11月5日(月)広島県福山市の動物愛護セ

ンタを現地調査しました。ねこの殺処分数

を大きく減少させており、ここでは市民ボラ

ンティアとの協働事業を行っていました。
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１７回目の市政一般質問に登壇！

見える防災ラジオに初めて言及!!

聴覚障害者への防災情報周知について

防災危機管理室の答弁によれば、平成18

年3月「長崎県地震等防災アセスメント

調査報告書」から、長崎市に最も影響を

及ぼす地震は、雲仙地溝南縁東部断層帯

と西部断層帯が連動して発生する地震で、

橘沿岸地域を中心に最大震度6強と想定

とありました。

Ａ：現在、防災行政無線のデジタル化へ向け整備を進めて

いるが、戸別受信機もデジタル方式へ更新する必要がある。

それに合わせて、聴覚に重い障のある方派には、防災行政

無線の放送内容が文字で表示される機能が付いた戸別受信

機を貸与する計画を進めている。

長崎市の地震想定は

最大震度6強！Ｑ：平成29年6月の一般質問で、聴覚障害者に対する防災情

報周知対策について質問したが、その後の対応策としての

見える防災ラジオの導入など、現在の取り組み状況はどう

なっているのか。

まちねこ不妊化推進事業は5年間継続が決定！

Ｑ：まちねこ不妊化推進事業の5年間の実績はどうなっているのか。ま

た、今年度が当初計画の最終年度であるが、この事業は今後も継続し

ていくべきと考えるが、今後の取り組みをお聞かせ下さい。

Ａ：年間250頭の募集に対し、毎年1000頭近い申し込みがあっている。

平成25年度殺処分数1921頭に対し、平成29年度は1001頭まで減少し、

事業の成果はあっている。平成31年度から5年間でさらに半減できる

よう事業を継続してまいりたい。
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MICE施設って何？

防災備蓄品がエリア別バランス配置に！

Ｑ：現在のように、備蓄品を特定の場所に集中備蓄し、災

害時に配布するのではなく、エリアごとに必要な避難物資

量を備蓄し、いざという時地域ごとに物資の供給がなされ

るべきではないか。。

Ａ：現状としては、エリアごとのバランスの取れた分散配

置になっていないため、今後、備蓄場所や保管する備蓄品

目、その数量など、適切な備蓄の配置バランスとなるよう

見直したい。

実績！

実績！

何か物に這わないと動くことすらできない。

固定していない家具類はほとんど移動する、

転倒する。

窓ガラスやタイルが崩壊する。補強されてい

ないブロック塀が崩壊する。

鉄筋コンクリート造では壁・梁・柱などに亀裂

が入る、耐震性が低いものは一階～中間階

の柱が崩壊転倒することがある。

大きな地割れや地すべりが起こる。

震度6強とはどんな揺

私は平成24年11月、25年6月、25年11月と3回にわたり、地域猫の取り組み、ねこの殺処分減少について質問

訴えてまいりました。結果、平成26年より長崎市で初めての野良猫の不妊去勢である5年間の「まちねこ不妊化

推進事業」を実現できました。現在、市民参加による動物愛護ボランティア制度実現を訴えております。

これまでのまちねこ不妊化推進事業も実現に尽力してまいりました！

実績！

新しい団体旅行を迎え入れる施設です。ビジネス観光と言って、医学会など研究大会、民間企業

の報奨旅行や大規模な展示会、世界規模の国際会議や大規模イベントなど開催する事ができま

す。PTA全国大会など国内の大会にととどまらず、国外の会議誘致がより可能になります。

MICE施設って必要？

理由①若者の雇用と定住人口の拡大に大きくつながります。

理由②長崎市に新しい観光客誘致を実現します。沖縄市、福岡市、京都市、横浜市、札幌市、

岡山市など国内の主要な観光都市には以前より整備され、良質なビジネス観光客誘致を

推進しています。

理由③被爆都市として長崎市において、国際的な平和会議を誘致できる環境が整います。

MICE施設ってお金がかかるらしいね？

当然、施設整備費など初期投資があります

が、この施設は民間施設との複合により、

様々な収入を確保し、また国の有利な支援

を最大限活用することができた結果、フル

コストにおいて限りなく最少の市民負担で

済むように設計されております。いわゆる、

これまでのハコモノとは全く異なる新時代

の公共民間複合施設です。左記の

試算表は、これまで市民のなじみの公共施

設との比較です。ご覧の通り、フルコストに

おいて、市民負担は全く異なります。ほかに

も長崎市立図書館は建設費・運営費込み

で15年間で108億円です。

 名称 長崎ブリックホール 長崎交流拠点施設 

 施設整備費 123 億円 147 億円 

 実質運営費 

(委託費－利用料金) 

年間 1 億 4 千万円 

50 年間 74 億円 

独立採算のため 

50 年間 0 円 

 土地購入費 45 億円 69 億円 

 50 年間費用計 242 億円 216 億円 

 利子も含む費用① 

(ブリックは交流拠点と同

じ率で換算) 

利子 23 億円 

260 億円 

利子 16 億円 

232 億円 

 国の支援など② 0 円 62億円収入 

 固定資産税収入 0 円 50 年間 30 億円 

 定期借地収入 

(民間ホテルなど) 

0 円 年間 6 千万円 

50 年間 30 億円 

 事業所税収入 0 円 50 年間 15 億円 

 主な 50 年間収入計③ 0 円 75億円収入 

 土地は資産となるので差

し引きます④ 

45 億円 88億円の地価 

購入後地価上昇! 

 50年間実質市民負担額

合計（①－②－③－④） 
２１５億円 ７億円 

 

果たしてそうでしょうか？

若者雇用と定住人口の拡大の実現！

国内外の良質な新しい団体旅行の獲得の場です

長崎初、世界標準のアッパーホテル建設が決定！
本市は国際観光都市でありながら、これまでアッパーホテルがありませんでした。今回、ヒルトンブランド

の世界標準ホテルの建設が決定され、語学を学ぶ地元学生の専門性を活かした職場が実現します。ま

た、他にも大黒町、築町、南山手地区など次々と新しいホテル建設が次々と決定され、若者の雇用の場

が創出されようとしております。


