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第２回唐津市長と話場集会【要約】 

 

 

平成 29年 10月 30日（月） 19:00～21:00 

                     浜玉公民館 第 1～2会議室（2F） 

 

出席者  

 参加者： 25人 

     事前申し込み 23 人 

     当日 2人 

                     市 側：市長ほか 18人 

 

 

【凡例】 

◆参加者の発言 

●市側の発言 

 

●第２回目の市長と話場集会に多くの方がご参加いただき誠にありがとうございます。大手口

からスタートし 2 回目。議会のない月に地域を設定しみなさんと共に話をさせていただき、

今後の唐津市政を語る機会になればとの思いで、選挙の時にも公約にさせていただいた５つ

の中の発信力の中にあるように「あなたの声を必ず聴きます」私が聞かせていただくという

ことと、今後みなさんからの話をいただき、唐津市政も報告し情報提供する場になればなと

いう思いでこの事業を進めさせていただいているところ。もう 1点はこのようにみなさんと

近い場所でしっかりと話ができる。そうして、私たちは宿題をいただいて、また、市政に反

映していきたいという思いからこのような形になった。 

まず、各市民センターを巡る１周の間は、公共施設の統廃合・再編について市から説明させ

ていただき、特に浜玉地区においては浜玉市民センターが基本計画に入ってきているので、

ご報告させていただきたいと思っている。 

 

「公共施設再編・統合について」動画視聴 

 

【動画視聴後】 

●約１００億円の予算を縮減していかねばならない現状の中で、今回、浜玉市民センターにお

いては、みなさんの理解をいただき、現在の面積の、３分の２である、６６．６％に規模を

縮小させていただくが、複合的な施設ということで、みなさんに有効に活かしていただける

ような形で進めていかねばならないという思いで、今、最終的な設計に入っているところだ。

公共施設においては市民１人当たりの施設面積が、全国平均は３．４㎡に対し、唐津市は６．

３㎡となっており、１市６町２村が合併した中で、人口減少も含めてしっかりとした形で機

能を残していかねばならないという方向性でＶＴＲを作成したとご理解いただければと思



第２回 唐津市長と話場集会（浜玉） 

 

2 

 

っている。 

●浜玉市民センターの庁舎改築等の事業概要としては、浜玉市民センター庁舎及び浜玉公民館

並びに社会体育館を、小規模多機能型の複合施設として、浜玉公民館現地に建設するもの。

建設規模としては、既存総床面積の６７％以内とする唐津市のガイドラインに基づき、市民

センター庁舎を１２００㎡程度、浜玉公民館を１，２００㎡程度、社会体育館を５００㎡程

度として整備する。事業年度は、平成２９年度に基本設計、敷地測量調査及び既存施設の解

体設計業務委託を実施。平成３０年度に実施設計および既存施設の解体工事を計画している。

平成３１年度から３２年度までに複合施設の建設工事を予定している。 

●基本設計に入ったが、これまでに検討委員会のみなさんにご参加いただき色々な意見をいた

だいた。その中で今後の浜玉市民センターのあり方については、基本設計に入っているとい

うことでご理解いただければと思う。タイムスケジュール的には平成３２年に完成予定だ。

合併特例債を財源にと思っているので、合併特例債が終了する平成３２年までには、新しい

浜玉市民センターを作りたいと思い、ここ（会場である浜玉公民館）を新しい建設予定地と

して計画している。 

◆公民館と体育館の建て替え工事期間中（２年間程度）、それらの施設はどうなるのか？ 

●現在、公民館の各サークルなどの利用者の方に対し事前の説明会を開催し、代替え施設の案

内をしている。図書室などの公民館機能については市民センターへある程度移していきたい

と考えている。 

◆体育館などはどうなるのか？ 

●農業改善センターの体育館や学校の体育館などがある。現在、利用されている方との譲り合

いをしていただくなどをお願いしたい。 

 

●何も対策をしなければＶＴＲにあるように人口が減少していくということだ。浜玉地区は、

福岡・糸島・唐津という流れでしっかりとした地域づくりを行っていけば、生き残れるので

はないかと今後テーマとしてもっていたいと思っている。その中で、浜崎駅を作らせていた

だいている。 

◆このＶＴＲについては、説明会だけ上映しているのか？それとも、今後ぴ～ぷる放送などで

放送する計画があるのか？ 

●現在、旧市町村単位で、地元の代表者に検討委員になっていただいている。今年度から平成

３０年度までに再配置計画を策定したいと考えており、再配置計画については、市のホーム

ページ等で公表していきたいと考えているし、地元説明など要望があれば説明にも伺いたい

と考えている。 

 〔※動画については、唐津市公式ユーチューブで配信中。〕 

◆新しい市民センターの駐車場台数は増えるのか？ 

●現在、この公民館には５０台分の駐車場があるが、それ以上の台数を確保したいと考えてい

る。 

 

◆公民館についても、社会体育館についても、国の基準があると思うが、その基準を下回るこ

とはないのか？ 
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●公民館などへの補助金は以前のようにはない。（つまり、国の基準はない。）唐津市の教育委

員会が平成２５年に策定した公民館の改築等に関する基準に基づいた面積としている。体育

館については、全体的な面積の関係上、今現在の体育館の１Ｆフロア部分だけだと７００㎡

程度あるものを３分の２に減らし、５００㎡と考えている。 

●昭和の頃に公民館が建設された時は、国の補助金があり基準があったが、現在はない。人口

がこのぐらいなのでこれぐらいの広さという基準を市が決めている。再編計画の３３％は減

らすことを加味している 

◆地方の財政状況があるので、国が補助すると思っていた。 

●昭和４０年代～５０年代にかけて公民館が建設された時は国が基準を設け、補助金を出して

いたが、現在、国の補助はない。 

◆上限の床面積は６７％にしているとのことだが、浜玉の場合は人口も増えている。市民セン

ターは旧市町村すべてにできると思うが、その面積が各センターで上限が異なるのか？ 

●浜玉市民センターについては、たまたま３３％の減で一応納まった。人口減少が進んでいる

地域については、各々の市民センターに配置される職員数や管内人口などを加味し、適正規

模の面積を算出していく。その結果として、５０％ぐらい削減となる市民センターも出てく

るかと思われる。 

 

 

《外国語教育について》 

◆今、ボランティアで通訳をしている。今後の、唐津の活性化について考えると、日本におけ

る唐津を英語教育の特化の街として発展していってはどうか。今後、外国人も増えると思う。

将来、子供たちが唐津に帰ってきたい町にする、少子化を止めて子供らが夢を持って暮らせ

る町にすることが大切だと思う。２０２０年に東京オリンピックがあるが、今、事前合宿の

誘致に嬉野市や佐賀市が行っており、唐津市も参画しようかと言っている。そこで、英語教

育に特化することで、今後有機的な効果が出てくると思う。人口は残念ながら減少していく

が、唐津は末永く良い町として存続していってほしいし、そうなるためには具体的に考えて

いくことがすごく大切だと思う。 

唐津は世界に誇れる食通の街になりうると思っている。世界における街づくりを考えて実行

する。悪口というわけではなく、見えないところが意外にあると思う。例えば、名護屋城の

ような場所は日本には他にない。日本の大名がすべて名護屋に来たという稀有な場所だが一

向に語られていない。最近、行きたいお城の１１番目となり名護屋城の人気が出てきた。こ

のほか、呼子のイカや唐津Ｑサバ、唐津焼、唐津城、旧高取邸などで十分唐津の魅力を発信

できると思う。私も色々活動しているが、（唐津市でも色々な）素晴らしいことをやっている

のだが、まとまって大きなひとつの流れとして、“なってない”というのが個人的な実感だ。

改善の余地があると思う。 

また、外国人観光客が来ると、ホテルに泊まる、レストランで食事をする、バスに乗るなど

大変な経済効果があると思うので、唐津が英語に特化して取り組み外国人を受け入れる土壌

があることをアピールできればと思う。 

費用対効果は当然考えなければならいが、この２つの相乗効果を組み合わせて、唐津の良さ
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を世界に発信していくことが、持続・継続が可能なものとして、私は十分考えられるのでは

ないかと思う。私も協力できる分野があると思う。市民も一体となって動いて、将来の発展

と、将来の唐津市の子どもたちのために、私たち大人の責任があると思う。小さいが何かお

役に立てればと思う。 

●公約にも国際社会に向けた外国語教育の充実を掲げている。ご存じのように来年は明治維新

１５０年で、耐恒寮という教育施設が唐津市にあった。そこで辰野金吾や曾根達蔵がコンド

ルから設計を学ぶために高橋是清に学んだという歴史をもった地域である。平成の耐恒寮づ

くりということを、現在、計画中である。学生の頃に学んだ英語が、実務英語として繋がっ

ていない。それが今の日本人の英語力のなさだと思っている。それから聞く力がないことを

含めて、子供たちが若い時から英語を聞くことが大事だと思っている。英語力（を高め）国

際的な唐津市にしていきたい。 

ただ、観光については、現在、唐津版のＤＭＯを行っている。まだまだ計画の段階だが、Ｋ

ＰＩという目標数値を設定し、唐津に来た人が、どれだけ唐津に経済効果をもたらしたのか

がポイントだと思っている。クルーズ船でも現在、唐津市が取り組んでいるのは、２～３，

０００人の大きなクルーズ船ではなく、ラグジュアリー船といって２００～３００人程度の

小さなクルーズ船を誘致しようとしている。にっぽん丸やぱしふぃっくびーなす号が来たり、

来年５月にはフランス船籍のロストラル号が初めて佐賀県に入港することになった。これら

をしっかりととらえていきながら、価格が高いラグジュアリークラスのお客をターゲットと

して、唐津の文化的遺産（食材や文化財）をどんどんアピールしたい。経済効果に繋がって

いくような唐津版ＤＭＯを今から作り上げていかなければならない。その時、必ず求められ

るのは唐津の人の英語力もあると考える。残念なことに（唐津には）大学がないので社会人

になってから英語に携わる機会がない。そこで、現在、検討しているのが、外国語指導助手

（ＡＬＴ）などのネイティブな英語を市民が話す機会が作れないかということ。今後、英語

力の向上につなげていきたいと考えているところ。 

●学校教育においては、ＡＬＴが市内に１２名いる。授業も昔とは異なり、ＡＬＴとの会話を

行う実践的な授業を行っている。そのような意味ではＡＬＴの増加というか充実が必要では

ないかと思っている。もうひとつは、社会教育の面になるが、英検３級ぐらい（中学３年卒

業程度）の英語力を市民の方に広げていく必要があるかということで、市長からも提案を受

け現在協議しているところ。 

◆具体的な事業を練って実施していくことが大切だ。私たちボランティアガイドの仲間にもで

きる人も多くいるので喜んで手伝わせてもらいたい。１歩でも２歩でも前に進めることが大

切だと思う。先を読んで、有機的に物事を結び付けて行っていくことを、行政だけでなく民

間も交えて、行政が音頭をとって実施していただきたい。 

 

《地元からの要望について》 

◆連合駐在員会の会議の中でも話が出たが、区民の意見を聞いて、区長が行政に話（要望）を

行った時に、行政側の担当者から「その件は、すでに議員から聞いている」という話が出て

くる。区長よりも議員が言った方が、市職員は言うことを聞くのかとの意見が出ていたので、

行政の考え方を聞きたい。 
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●議員の意見、駐在員の意見は少しだけ違うと思う。駐在員には、あくまでも地域の代表とし

ての意見をあげていただくのだと思うが、議員の意見のすべてが必ずしも地域の代表の意見

ではないと思う。議員経験者として言わせていただけば、そういったところが若干違うと思

う。しかし、色々な経験やこのような問題で行き詰った時にはこの地域ではこのようなやり

方でクリアできたことがあるよねということを議員は経験上テクニックを持っている。何に

しても、地域の意見として、議員が言っても区長が言っても目的は１つだと思うので、同じ

ベクトルで、目的の達成に向けて努めていくことが私たちに与えられた職務だと思っている。

ただ、それが、１００％なんでもできるということはない。どうしても、地域の協力などが

ないとできないことが多くある。また、物事の優先順位が大変難しいところがある。しかし、

この議員が言ったから早くということもない。やはり、地域として全市の面積４８７㎢であ

る１市６町２村が合併したので、住民にとって一番緊急性・必要性の高い問題からひとつひ

とつクリアしていかねばならないと思っている。 

◆現実的にそういうことは（議員からの頼みと一般人からの頼みの違いを）感じる。優先順位

をつけるところから、普通の人間が言うのと、市民に付託を受けた議員の言うこととの使い

分けを非常に感じる。例を挙げると、自分のブログに自分（議員本人）が要望した箇所がこ

のように道路の修理ができた、などを盛んにＰＲする議員もいる。議員に気を遣うというの

は職員の立場としてわかるが、そのあたりの差を縮めていただく努力をしていただきたいと

思う。 

 

《児童公園の設置について》 

◆過去に、市へ相談に行き、ことごとく門前払いのようなことをされた。最近では、砂子地区

はアパートや住宅が増加し、子どもの数が増えている。古い町なので道が狭く道で子供が遊

ぶと危険である。子供が大事ということなので、できれば児童公園の設置をお願いしたい。

公園都市法や児童福祉法などを引合いにだしダメだと市から断られたが、大きく物事を考え

ると、高齢者も含め災害時の集合場所などになる。臨機応変に考えれば財源はあるのではな

いか思う。一括交付金というものが国から交付されていると思うので、その中で仕分けして

いただきたい。事故やけがが起こってからでは遅い。虹の松原学園で遊べるではないかとの

声があるが、ネットをしてあり反対側から見守れない。できれば、公民館の外から見守れる

ような遊具のある遊べるところができればと思う。４月の砂子地区の総会時にお願いし、私

なりに色々と調べて役所に行ったが、一市民であり議員が言うのと異なるので、納得いく答

えをもらえなかった。 

●（職員の）失礼があったことに対して謝罪いたします。宅地の開発行為を行う場合は、３％

分の公園設置をするよう定めてある。浜玉地区にもかなり多くの公園があるが、遊具が設置

されている公園は少ないようだ。開発行為のままの緑地帯はあるがそこには遊具は何もない

という感じ。子供らが集って遊べる場所が少ないのかなと思っていた。一方で、現在、松浦

河畔公園などはお子さんと親御さんが一緒になって多くの方にご利用いただいている。そこ

を、もう少し手を入れようと現在計画中だ。財源が必要な訳だが、唐津競艇場の公園という

形で整備すると財源がある。先ほど話がでた一括交付金に関しては用途が異なる。とにかく、

安全安心におじいちゃんおばあちゃん、子供らが一緒に遊べる環境を作らなければならない
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ということで、現在、話し合いを行っている。ただ、各地域地域に遊具を作ると、事故があ

った場合に補償問題などがいわれる場合もあり、そのあたりの設置が大変難しい部分もある。 

●市長が言ったように、公園については多くあるのは間違いない。都市整備部で所管している

公園として２７０カ所ほどある。浜玉地区だけで２７カ所ある。ただし、公園は近くにある

が遊具がない。しかし、遊具も老朽化しているのは浜玉だけでなく市内全域が同様だ。その

中で、今、力を入れているのは市長も言った松浦河畔公園の北側と南側、両サイドを芝生広

場と子どもたちがゆっくり遊べるような遊具を充実させようとしている。松浦河畔公園につ

いては駐車場も完備し、車でアクセスできるので、ゆっくりと安心して遊んでいただけるも

のと思っている。砂子地区については宅地開発が進んでおり、ミニ開発も含め住宅地がどん

どん広がっている。そのような中で、開発行為という形で３０００㎡以上の開発になると公

園を作りなさいという義務付けがあるが、遊具の設置までの義務付けにはなっていないので、

ただ単に広場だけの小さな公園がいくつかできているという状況だ。それらについては、子

供の数や利用状況などを鑑み、今後、低年齢層の遊具あたりを限られた財源の中ではあるが、

設置も含め要望に応えられるように取り組んでいきたいと思っている 

◆遊具を設置したら、けがをしたり故障があったりなど、自己責任と言われる時代でありなが

ら行政に補償を求めたりする人もいるのは確かだ。私が言っているのは、広場として高齢者

も子供も使えて、災害時の集合場所にも利用できるような多目的に使える場所を整備してほ

しいということだ。管理は地元で行ってもいい。コストがかからずに安全で安心して遊べる

場所が欲しい。安心して子育てができること、将来を担う子供だからこそお願いしたいとい

うことで、決してわざわざ車で遠くまで行って遊ぶ場所ではなく、学校帰りに集まれるよう

な場所の整備をお願いしたいということだ。財源がないということも十分にわかっている。 

◆公園を作ってくれとおっしゃっているのだと思うが、そこで事故があった時に責任があるか

らということを理由に出すことは無責任ではないかと思う。できる限り事故が起こらないよ

うにし、それが不可抗力だった時にはそのような話も出るだろうが、最初から事故があるか

ら、事故が起こった時に困るからと作らないというのが作らない理由にあがるのであれば、

それは無責任ではないか。そうではなく、精一杯やるところを見せていただきたいと思う。

それが、あまり感じられないから、私は浜玉地区以外から参加している。 

 

《小・中学校へのエアコン設置について》 

◆小・中学校の建て替えが随分進んでいると思うが、今後、校舎を新築する際に学校施設とし

て冷暖房完備の計画がなされているのか。今すでに耐震性の整備が終わっている古い校舎に

ついても今後、何か年かをかけ冷暖房の設置を行う計画があるのか？ 

●公約にもクーラーの設置を掲げていた。調べてみると、佐賀県内に１０市１０町あるが１１

市町はすでに設置している。校舎の耐震性は全て基準を満たしている。現在、扇風機は全教

室にあるが、エアコンは、現在、図書室やパソコン室、保健室、職員室、事務室にのみ設置

している。しかし、一番肝心な教室にはない。このことは、九州市長会の中でも議論があっ

たが、酷暑だけでなくＰＭ２．５などの浮遊を考えると、窓全開で授業を行う時代ではない。

つまり、エアコンを設置せざるを得ない状況だと思う。唐津市は整備が遅れているため来年

度、財政計画の中にしっかりと盛り込み、平成３１年度から事業を実施しようと計画を進め
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ているところ。一度にエアコンを設置すると経費が１５億円かかるため、小・中学校の改築

を現在も進めているところがあるので、それらも含めエアコン設置につなげていきたいと考

えている。 

●市長が言ったように来年実施計画を策定し、再来年から設置ということだが、例えば、エア

コンを電気やガスなどどのような方式にするかなど検討が必要。また、設置の優先順位につ

いては、現在、大規模改修を行っており、地理的なものや学年などいろいろな条件を検討し

どのような方向で導入するかを検討し実施したいと思っている。 

 

《古文書館の設立について》 

◆古文書に興味があるが、唐津市には古文書館などの設立の計画はないのか？相知には峯家、

浜玉には溝江文書や中村文書、肥前には諸岡文書などいいものがたくさん残っている。庄屋

文書というのは、全国をみても唐津地区にしかない。先日のＮＨＫの大河ドラマでも、七山

市民センターに調査に来た。このように全国にも数少ない文書が七山市民センターに眠って

いる。自由に見たくてもなかなか見られないので、もっと一般に見れるようにする計画はな

いか？ 

●県議会議員時代に、佐賀県の古文書館の整備に取り組んだ。現在、県庁本庁舎の南側にある

県の古い建物を整備し、古川県政時代に作っていただいた。それくらい、古文書を含め公文

書館は不足している。先ほどの庄屋文書など貴重なものもあり、しっかりと保存をしていか

なければならないが、専門職が少なく、それらの育成も併せて検討を進めなければならない

のではないかと思っている。ご指摘をしっかりと受け止め、今後検討させていただければと

思っているところだ。色々な形でアドバイスなどもいただければありがたいと思う。 

●現在、古文書は七山市民センターに集約し解読を進めているが、職員は１人だ。古文書を読

める人が、なかなかいないのが現状で、唐津市も学芸員などの古文書を読める人を探してい

るところだ。人材を探し、解読し展示をしていくような専門部署を作りたいと、文化財保護

審議会からも昨年言われ、そのような方向も考えている。保管場所としては、近代図書館や

七山市民センター、このほか、厳木、相知などあちこちにある古文書を１か所に集めて整備

した方がよいとは思っているが、どの施設に集約するかは空き施設を活用しながら１か所に

集められればと今考えているところだ。 

 

《学校へのエアコン設置》 

◆すべての学校にエアコンを設置することは、全国的な傾向だと思うが。子供は自然の中がい

いような気がする。 

●私は薬剤師であり、学校薬剤師としてお昼に学校を訪問したことがあるが、とにかく、暑い。

校舎が焼けていて。先生や子供らもＴシャツで扇風機を回しているが、風が暑い。現在は、

酷暑というか、大変暑い中で汗をかきながら勉強しているのが現状だ。担任の先生が温度調

節をしながら、午前中の涼しい時はエアコンは不要だとも思うが、気温が上昇してくると子

供らも大変だ。私たちが子供の頃は、子供は自然の中でいいと言われていたが、現在は、そ

うも言っていられる状況でないと思う。 
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《高速バス・路線バスについて》 

◆福岡に出るために車を運転しないので高速バスを利用している。浜崎はいまり号を利用する

が、これまでに３回ほど積み残しがあった。金曜日が多い。積み残しされたら１時間待たね

ばならない。からつ号は３０分に１本あるのでいいが、浜崎からからつ号に乗ろうとすると

鏡まで行かなければならないし、自分の足で行けないので浜玉中学校前から乗っている。女

性は目的地に早く行きたい、早く帰りたいという気持ちが強く、大変困ったことが２度ほど

あった。１時間も待たされるのは、女性としても高齢者としても本当に困った。いまり号を

３０分に１便にしてほしいという訳ではないが、できれば浜玉中学校あたりにからつ号を停

車してもらえればと思う。 

●バス事業者も利用者の利便性は考えられていると思う。バス事業者としても改善される方向

で取り組まれていると伺っている。 

◆２０数名が積み残された時は、誰かが連絡してくれ、替わりのバスが１度だけきた。しかし、

勇気をもって言える人はそう居ない。 

◆いまり号の積み残しについては、運転手がセンターに連絡して、追加のバスがくるのを私も

２～３回見ている。運転手の方が何人残していると本社に連絡するかどうかだと思う。 

◆２０名ぐらいでないと追加便は来てくれない。費用対効果からバスも簡単には来れないと思

う。 

●ご意見等はバス事業者に伝える。バス事業者にとっては、例えば浜玉中学校付近にからつ号

が停車すれば、みなさんの利便性が向上する一方、高速バスということから、いかに早く目

的地に到着できるかという点でメリット・デメリットがある。このようなご意見については

バス事業者もすでに受けており、改善に向けて検討していると聞いている。 

◆高速バスの話がでたので言わせてもらうが・・・・。福岡から知人らを唐津に連れてこなけ

ればならかったことがあった。メンバーが呼子に行きたいと言ったので、私も下見に行った。

朝市は正午までらしいが、平日だったためか午前１１時半ぐらいには店じまいされた。福岡

からお客さんに来ていただきたいということならば、せめてバス事業者も採算面などいろい

ろあるかと思うが、土・日・祝日など観光客が多いと思われる曜日だけでも、臨時便を出し

ていただけないものか。 

また、唐津は将来、どのような街を目指しているのか。観光都市として生きていくのか？先

ほど市長も言われたが、（唐津からは）立派な人材が輩出されているが、やはり英語が話せな

いと現代はグローバル化している。そのような意味では英語のできる人材を旧大島邸で英語

教育などを行ってもらえればと思う。 

観光に関しては（唐津には）立派な虹の松原がある。これは日本三大松原のひとつだ。これ

を生かすべく努力され、年に１回のウォーキングやトライアスロンなどが行われている。 

観光都市でいくのであれば、紹介したいと私が思うのは、先ほども出た名護屋城跡だ。名護

屋城跡に行く交通の便が非常によくない。 

さらに、伊万里（有田焼）との関係。呼子や虹の松原などが連携をとりながら、唐津市だけ

でなく隣町などと連携していくべきではないかと思う。市長も先ほど言われたように、この

浜玉は商圏としては深江までだ。早稲田佐賀中学の生徒の約５０％程度が福岡から来ている

と聞くと、やはり他県や他市とも連携をとりながら進めるといいのではないかと思う。 
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◆関連するが、唐津の観光資源は私たちが感じている以上に世界的に大きいと思う。フランス

やイタリア、スペインなどがあるが、それに匹敵するのではないかと思う。国際観光都市に

充分育っている。私もあちこちに住んだが、唐津は本当にいいところだ。観光資源は世界的

にも立派なものだと思う。 

 

◆（この集会の名称の）「話しばしゅうかい」とは唐津の方言ですよね。ということは、堅苦

しくないような話し方を期待するが・・・。聞いていると堅苦しい。方言でいいんですよね？ 

（市長） 

●全然いいですよ。 

 

《観光について》 

◆唐津には観光資源は確かにあると思う。以前、観光課に対し観光都市観光都市というが、唐

津は観光都市と思っているのかと問うと「なぜですか」との答え。これは非常に辛辣な悪口

だ。虹の松原を利用する方法を考えた過去を思いつかない。例えば、唐津くんちの曳山にし

ても同じ場所に３６５日保管しておいて、たった３日間自分だけが（酒を）飲むために使っ

ている。幕洗いでも各町内で各々に行っている。全町が一緒に幕洗いを行えば、それだけで

もマスコミなどメディア受けがいい。一度に行った方が盛大に行った方がメディアに載りや

すい。ばらばらに幕洗い行事を行ってもメディアの食いつきは少ない。メディアに出ること

で宣伝になる。 

曳山にしても曳山展示場の建て替えが行われる話が１０年ぐらい前からあるが、今は空き家

があちこちにできている。土地を借りたりして（各地で）訪問（展示）するなど、考える人

もいるが、やろうと思ったら・・・。 

鏡山も昔と比べれば化石だ。最近行った七ツ釜もだ。議会で話題になったので、行ってみた

がまるでジャングルでとんでもないところだ。（その先に）明るい場所があると知っているか

ら 1 人で行ったがあれは恐ろしい。観光課の悪口になるが、七ツ釜に行く前に、どのくらい

人が来ているのかと問えば、係員と課長がコソコソと話し、料金を取るところではないので

統計を取っていないと言えと言っている。観光資源であることを気にしているのならば、駐

車台数などを、正確でなくとも推計の方法があると思う。やる気が感じられない。 

 

《フランス出張に関連して》 

◆（話は変わるが）先日、市長が行かれたフランスの話を聞きたい。６日間の（長期海外出張

を）誰が知っていたかということだ。中国からの来唐や、唐津の産物を東京で売るなどは市

ホームページに掲載しているが、それらと市長が６日間も唐津にいないこととどちらが大切

かというとだ。市ホームページ内の市長のスケジュールにフランスという言葉が書いてなか

った。コスメ関連の出張だったため行先はフランスではないかと思った。新聞を見ればフラ

ンスと出ている。市民に市が直接伝える市ホームページとメディアを経て言うのとどちらが

大事かということを言いたい。秘書課に聞けば、市外に出る場合は、きちんと情報を出すと

いう。しかし、市ホームページには記載していない。なぜか？その考え方を、変えていただ

けないかと思う。就任されてから８か月ぐらい経過したが、どのように感じていらっしゃる
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のか、どのようにしたらいいと思っていらっしゃるのか？１０月２７日に提出された平成３

０年度予算編成方針の中で、これまでの事象を十分に検討せよと通達されているようなので、

今後、やっていただけると思うが、さきほどの学校のエアコンの問題でも、費用がかかると

いうことだが、公約にあげられる時に政治の素人ではないのだからどのくらい費用がかかる

かはある程度はご存じだったはずだと思う。唐津をどう変えていこうと思っていらっしゃる

のか。 

●フランスには１０月１６日から２１日まで行かせていただいた。パリでコスメの３６０とい

う全世界からコスメ関連事業者が集まる展示会で商談の場だ。フランスのコスメティックバ

レー（世界最大の化粧品関連クラスター）のジャメ会長、アンセル事務局長と面識がなかっ

たので初めて面談をし、今後の連携などについて話をしたところである。ＪＣＣの事業は浜

玉地区をはじめとして唐津市内で進めているが、これらのコスメ事業を進めていくにあたり、

世界の状況を知りたいという思いがあった。その中で、スペイン化粧品関連産業クラスター

ーなどの方たちとお会いする機会もいただいた。このＪＣＣは生産者にどれだけフィードバ

ックできるのかを知りたいという思いが私の中に強くあったので、グラース市に出向いてグ

ラース市長と会い、生産者の畑を見せていただいた。５種類の花が栽培されており、それら

はシャネルやディオールなどの世界一流の香水になる。世界の方たちがこの香水を使ってく

れているんだということが誇りになっている。生産し、加工し、容器に詰め、それを流通さ

せるという一連のシステムがコスメティックバレーという集合体として地域が成り立って

おり、こういったところを目指すべきなのかなと思うところもある。唐津地域の生産者にフ

ィードバックできるかどうかは今後検証しながら取り組んでいかなければならないのでは

ないかというところだ。勉強になったのはニースにあるチームコートダジュールだ。この組

織は中間業者、いわゆるマネージメントであり、先ほど言った生産から加工、製品化、流通

とするという部門ごとのクラスターを調整するチームである。それを国の方向性でしっかり

とやっていることを考えるとそのような事業者も必要なのかなと思う。ひとつのコスメティ

ックバレー（集合体）の地域としてＪＣＣが手を挙げて４年目に入ったが、それらに取り組

んでいく中で、今回フランスに行かせていただいて勉強してきた。 

◆生産者とは原料の生産者のことだと思うが、唐津地区の上場や下場で農業に直結するような

土地を使った生産をいかにコスメという形でやっていくのか、地に足をつけた方向から行っ

ていくことから始まったと私は理解している。しかし、今のところそれをあまり感じない。

何を行っているのか。適正な植物を育てていくには時間がかかる。何もやっていないと感じ

る。補助金にしても５年ぐらい行われているが、ほとんどオリーブぐらいだ。工業団地だ販

売会社だというが、いわゆる地に足のついた、唐津地区の体力があがるようなものが私には

見えてこない。事業開始１～２年目に分析機械に３０００万円ぐらいの機械を購入している

が、個人的に検査をしてほしいと持ち込めば、あなたはダメだといわれるようなやり方をし

ている。 

 

《武寧王の日韓交流について》 

◆加唐島は百済の武寧王の生誕の地だ。現在「まつろ・百済武寧王国際交流協議会」では韓国

と交流をしている。６～７年前から市に友好姉妹都市の締結をという話を何度もしたが、す
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でに麗水市や西帰浦市と締結しているので、公州市とは締結できないと言われている。唐津

市と公州市はほとんど人口がかわらない。武寧王を通して一生懸命日韓交流をしているので

ぜひ、公州市との姉妹都市締結を結ぶ方向にいってもらいたいと思っている。 

●先日、麗水市に行った時に、足を延ばして百済文化祭に出席させていただき公州市の市長と

副市長に会うことが出来た。色々な話をさせていただいた中で、たしかにみなさんの気持ち

は重々わかる。民間の活動に対し、応援する気持ちはたくさん持っている。それが、姉妹都

市という形にこだわって繋がっていくべきか。あるいは、みなさんのような民間団体の交流

を市として応援するべきか。というのは、両方のやり方があるかと思う。色々とたたかれて

いるので、はっきり言うが、麗水市との今回の３５周年を行った中で、色々な非難をいただ

いた。唐津市長は頭が腐っていないかなどのご意見もあった。しかし、今までの先人たちが

苦労して作り上げた絆をこわしてはならないんだということで麗水市に行ってきた。中国に

関しては、揚州市と３５周年ということでおいでいただいた。周総書記の新しい体制を作る

会議が中国で行われていたために市長にはお越しいただけなかったが、幹部の方にお越しい

ただき３５周年の式典を行うことができた。そのような中で、今後国際交流の在り方につい

ては、しっかりと考えていかなければならないので、その折にはみなさんの意見も賜りなが

ら進めたいと考えているところ。いろいろな、なになにの像（慰安婦像）などがあるが、そ

れらを私は決してわかっていない訳ではない。この場をお借りし言わせていただけば、色々

なことが戦争の時にはおきている。だからこそ、戦争だけはしてはいけないなと肝に銘じて

いるところであり、国にもしっかりと伝えていかなければならないと思っているところだ。 

 

《防犯灯の設置について》 

◆防犯灯の設置について、昨年度から浜玉市民センターに要望を出していたが、最近、不審者

が多いようだ。現在、交通量が多いところに限って防犯灯がついているように感じるが、夕

方、部活で暗くなって帰宅している学生をよく見かけると危ないと思う。集落をまたぐ道路

では、市にお願いするときも他地域と一緒にお願いするが、優先順位というのがあるのか？

危ないなと思うところをいくつも見受ける。 

●防犯灯については、平成１８年から２１年にかけて、１８６０基を設置している。この時は、

国や県から補助金があったが、現在はこの補助金がない。今は、市と地域が共同設置してい

る。３万円以内であれば、市が全額補助できるが、オーバーした分は２分の１を出し合うと

いう形だ。ただ、一番問題はその後であり、電気代を地区に負担していただく状況だ。もし

も、すでに電柱があり照明器具を設置するだけならば３万円はかからないようなので、それ

だと、電気代の問題を地区で相談いただければ可能なのかなと思う。 

●防犯灯の設置については、道路河川管理課で要望を受け、各町内からの要望に対応している。

しかし、あくまでも予算に限りがある。市長も言ったように、電柱があれば３万円もかから

ずに設置できると思われ全額補助できる。一方で、新たにポールを建てて、照明器具を設置

する場合は３万円では無理だ。その場合は、３万円を超えた部分については超過分の２分の

１までは市が補助する。ただし、上限が１０万円となる。これについては随時要望を受け付

けているところ。町内をまたぐ場合があるとのことだが、他地区においても当然あることな

ので、地区の代表者の方で話をし調整していただければと思う。本庁でなく、浜玉市民セン
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ターにご相談いただければ思う。まずは、今ある補助金制度を活用していただきたい。 

◆設置後の管理を地元で行うことは構わない。集落をまたがっていると、こっちの地区にはあ

ってあっちの地区にはないとなる。市の方でなんとかそのあたりを調整していただけないだ

ろうか。 

●そのような声は、確かに各町内からもいただくが、今はＬＥＤになっているので電気代は極

少額になっている。隣接地区との調整が必要な部分もあるかとは思うが、お互いに２か所ず

つ設置するなどそのような調整もあるかと思うので、まずは各地区同士で相談していただき

たい。 

 

《浜崎駅に観光案内所を》 

●このほか、浜崎駅に観光案内所をというご意見があった。浜玉地区のみなさんの関心の高い

ことだと思うので、市から説明する。 

●現在の観光案内所は、浜崎祗園山囃子保存会館の１階にある。新たに、浜崎駅に案内所をつ

くり、浜玉地区に２か所というのはかなり厳しいと思う。会館にある案内所を駅にというこ

とになろうが、浜崎祗園山囃子保存会館の管理という意味合いもあり、観光協会が指定管理

者として入っている。これを地元がどう考えるのかだと思われる。例えば、鮎まつりや浜崎

祗園の時に臨時的に駅に設けることも考えるべきではと思っている。新浜崎駅の北側にスペ

ースが若干できるということなので、臨時的な対応ができないか。今後、観光客の動向をみ

ながら、ぜひ駅に観光案内所が必要となれば、その時点で考えていくべきかと思う。 

◆観光案内所のことではないが・・・。観光協会との絡みはどう考えているのか？観光議員連

盟が設立されてから、観光協会に対する市からの補助金がほぼ倍になり約 1億円である。去

年か一昨年には観光協議会ができている。これらはどんな違いかと観光課に尋ねれば「観光

協会に入れないような職業で観光に協力したい業種の方が入られている」とのことだ。では、

どちらにも属しているところはないかと聞けば、ほぼ７割以上が両方に加入している。その

協議会に事務費ばかり何千万か支出されている。1 億円の補助金を交付することでどのよう

な成果が出ているかと尋ねると、時の観光課長が「書類もなにもありません」と言う。次の

年にも予算要求をされるのだろうが、どんな価値（成果）があったから来年も補助金をくれ

と（財政当局に要求するのか）問えばだまっている。支出した補助金の成果も分からずに次

のことを行っている。特に、観光協会というのは額も大きいし、私には理解できないところ

がある。アルピノの問題も出たが、あれで観光の事があぶりだされたのではないかと思う。

アルピノは非常に大切なところ（場所）だそうだが、その割には、指定管理者に丸投げだ。 

●確かに唐津は観光資源に恵まれた都市だと思っている。市議・県議を務めさせていただいた

中で、この唐津をもっともっと全国に、世界にアピールしたいという思いがあって、市長に

立候補した。 

この資源を生かすのは市民だと思っている。もちろん執行部と一緒にだ。私だけでもできな

い。やはり、市民と行政が一緒になり、色々なご意見をいただきながらやっていかねばなら

ない。例えば、現在、（アニメの）ユーリが大変な反響があり、第２弾に入っている。（アニ

メの地域活性化への活用は）全国各地の自治体で一生懸命取り組んできたことだが、成功事

例は大変少ない。それが、たまたま唐津の場合はユーリが当たり、全国から若い方に多く集
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まっていただき、聖地巡礼として唐津にお越しいただいている。これも一つの策だと思って

いる。観光行政とはなにかと言えば、まずは広告を打たなければならない。まずはチャレン

ジして、その結果が出なければ、その時は責任を取らねばならないと思っている。大変大き

なお金が動いていると言われるが、例えば、羽田空港から浜松町までのモノレールに大分県

のとある市が新しく農業を企業しませんかという広告を出している。調べるとあの１枚で８

００万円かかる。観光行政とは裏をかえせば、かなり投資の部分がある。商売ということで

考えると、税金を扱うものとして博打はいけないと思うが、チャンスがあれば、チャレンジ

をしなければあとは続かないとも思う。これらが、成功した例が（アニメの）ユーリだ。こ

れは、各自治体が取り組みをしているが、なかなか空振りのところもたくさんあるわけで、

やはり、観光行政の一番難しいところはポイントを絞っていかなければならないし、スピー

ディに対応しなければならない。それが、唐津版ＤＭＯという形で、観光をベースにして色々

な地域が儲かっていくシステムを作ろうと現在しているところだ。その中で、何人来たから

よいではなく、経済効果としてこの事業でいくら（唐津に金が）落ちたんだというところを

しっかりと確認しながら、政策を打っていかなければならないと思っているところだ。最初

にも言ったが、これは私たち行政だけではできない。ぜひ、皆さん方と一緒になって、この

唐津を盛り上げていかなければならないのではないかと思っている。 

結びになるが、今日は寒い中に、お疲れのところお集まりいただきありがとうございました。

本日、ご指摘いただいたことをしっかりと踏まえて、今後、新しい唐津、新しい浜玉地区の

成功に向けて頑張りたいと思う。大変うれしい情報で、琴欧州関（の鳴戸部屋）が浜玉に部

屋を構えていただいた。本当にありがたいことで、あのように幟をあげているが、これも一

つの観光資源だと思っている。このようなことも、唐津にとっては、ひとつの大きな材料だ

と思っているので、みなさんのご協力とご指導を賜れればと思っている。今日は、長時間に

わたり貴重なご意見をいただきありがとうございました。 

 

                 【閉 会】 

 

 

２時間５分程度 


