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大牟田市議会議員 森 じゅん 市政報告

市制 １０１年 目へ向け て

るキャラグランプリ」優勝と
どのようにまちづくりに活
かしていくのかが課題です。
①

年 ９月

市議会定例会 で質問 しました

一般質問 （平成

教育施策 の充実に ついて

・ＥＳＤ の推進

・大牟 田の学校教育 の課題

・小中 一貫教育と学校 再編成

市 長 の政治姿勢 に ついて

・今後 の財政運営

日）

年 ３月８日）

先 日、 イオ ンで 「
春 の肉ま つり」が 開催されま したが 、 こ

④

③

②

①

介護 予防 日常生活支援総合事業に ついて

学童保育 に ついて

スク ールソーシ ャルワーカ ー の活用に ついて

動物園 の整備事業に ついて

な事業が 行われま した。
れは、 １００周年事業 で始ま った肉 フ ェスの試 みが 、独 り立
す。
ただ、 予算 段階 で、 ２年 間 で約 １億 ３２００万円を 見込ん
でいた １００周年総事業費が 、 最終的 にど う い った事業 に い
く ら使 われた のか、 また、 今後 のまちづ くりにど う活か して
いく のか、まだ総括され ていません。

イ ンタ ーネ ット録 画中継 ）をご覧くださ い。

家族 （
３世代 ）
がともに暮らせるまちづくり

◎働く意欲 のある人に仕事と希望を！

◎子供たちに確かな教育と夢を！
た。」「
市 民皆 で盛 り上げ、郷土 への愛着が増 した。」と い った

◎高齢者に安心と生きが いを！
ンに つなげ ていきた いと思 います。

効 果 で終 わらせず、 未来 のまちづ くりため の新 しいアク シ ョ

市制 １００年事業を、単 に 「みんな の気持ちが 一つにな っ

詳 しくは、 大牟 田市議会ホ ームページ （
議事 録 ・

学校 再編に ついて

一般質問 （平成

・市制 １００周年と今後 のまちづ くり
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ち し、補助金な しで行われ るようにな った好事例だ と 思 いま

一昨年か ら今年 にかけ て、市制 １００周年を 記念 し、様 々

「ジャー坊」今年こそ！
子どもたちを元気にしてく
れました。今年は、悲願の「ゆ

そ の後、 「
内 田麟太郎 の世界展

o
o
Z
n
i

」が、動物園 で開催されま

したが、大小さまざ まな仕掛けが あり、また歩きなが ら絵本が 読め

③④ ）
、 動物 園全 体が 絵本ギ ャラリーとな っ
月、 阿蘇 （民間）と宮崎 県 の木城 町 （
行政 ）に絵本美術館 の るようにな っていて （

絵本ギャラリーを動物園に創る意義は？
昨年 の

視察 に行きま した。どちらも、と ても魅力的 でしたが、共通していた のは、 ており、素晴 らしいイベント でした。 一過性 のイベントと しては良

「※１絵本は、あくま でき っかけ ・道 具である。
」 と いう ことと
か った のですが、果た して常設 の絵本ギ ャラリーが 動物園に必 要か
「
美術館事業に人生を賭け ている守り神 （
終身館 長） のような人が いる。」 と いえば、疑問もあります。

そ して、 ２人 の守り神たちは、 異 口同音 に
「
最初 の数年はも つが、 長く維持 していく のは難 しい。
」と のこと。

地道な努力 のたまも のであ ると思 います。そうい った スタ ッフさん

皆さん の愛情もさ る ことなが ら、ひとえに、現場 のスタ ッフさん の

と いう こと でした。

一時は閉園も含めた検討 の対象とな った動物園が、今や大牟 田市

それぞれ の館 長 の話を聞き、揺 るぎ な いビジ ョンとそれをやり切る覚悟

こそが、ど うすれば 動物園が 魅力的 にな るかを い つも考 え ていら っ

の顔と して、市 民 の誇れる財産 のひと つとな っている のは、市 民 の

に感銘す ると同時 に、大牟 田でや る のは、かなり ハード ルが 高 いなと いう

し ゃる こと でし ょう。

② 美術館の中の扉を開けると･･･絶景

デ アを頂きなが ら、 し っかりとしたビジ ョンを創 る のが先決 です。

絵本 のまちづ くりや読 み聞かせに尽力され ている方 々 の意 見や アイ

まずは、必要性や場所 の問題も含め て、そうい った スタ ッフさん、

印象を持ちま した。
※１ 阿蘇 「
「
阿蘇 の自然を守るため」に美術館を建 てた。
」

① 葉祥明阿蘇高原絵本美術館

木城 町 「子どもたちに、 ここでしか できな い自然体験を経験させるため。絵本は
そ のため の触媒だ。
」

内田麟太郎の世界展 in Zoo

③④

１０

学校教育 の充実
本市 の学力と体力 の現状に ついては、

（
議会 ・委員会 で のそ の他 の発言から）

〇小中学校 の机や椅 子など の行政が 整備す べき備品は、 緊急 なも のであ

ん の勤務体制や確 保 の問題もあ り、 なかなか前 へ進まな い。 この際ま

「学力に ついては、 小学校、 中学校とも に全 国 の分布 状 況と比 べ同
っても、市 の予算から、 し っかりと手当す べき ではな いか。
じ傾向を 示しているが、上位層が 少なく、中位層と 下位層が多 い状況。
体力に ついては、全 国に比べて小学校は良好な状況。中学は、項目に 〇学童保育 の預かり時間 の延長は、 何年 も議論され ているが 、 保育 士さ
よ ってやや 下回 っているも のもあ るが、改善が 見られ ている。」と の

ずは、 平日だけ でも実施出来な いか。

の両者 の実 の父親が、 三笠神社 のご祭神 「
高橋紹 運 （じ ょううん）公」 です。

主役は、柳 川藩 の藩祖 「
立花宗茂」
。弟 の 「
立花直次」は、 三池藩 の藩祖 です。 こ

お隣 の柳 川市が、 ＮＨＫ大河ドラ マの誘致 で、盛 り上が っています。

立花宗茂公 と三笠神社

Ｄ への転換希望分 に対応 でき るよう計画的な予算措置をされた い。

〇防犯灯 の設置費に ついては、１０年もかけず、遅くとも５年以内にＬＥ

当局答弁 でした。
また、 課題に ついては、
「
学力、体力ともに大きく 二極化が 見られる」
「大量退職 ・大量採用時代に差 しかか っており （
退職者 ４０名前後、
新規採 用３０名前後 ）
、学校運営 のあり方、教育 ・文化 の継 承など の
課題も出 てき ている」と のこと でした。
学 力 ア ップ に ついて成 果を 上げ ている足立 区、 茨木市 へ視察 に行

「
岩 屋城 の戦 い」 では ７６３名 で、 大宰府ま で北上 してき た ２万とも ３万とも いわ

れ る島津 の大 軍を 引き 留め、 時を稼ぎ 、後方 に控 える宗茂 ・直次 兄弟を助けたとさ

きま したが、 共通点は、
①学力 テストなど のし っかりした分析と明確な 目標設定。
②個々 のレベルに合わせた 一人 一人にでき るだけ向き合う指導 。

れます。今 日 の大牟 田市、柳 川市 に つなが る大切な人物 です。郷土 の偉人を 祀る 「三

笠神 社 」
、 これからも大切にしていきた いと思 います。

③先生方 の授業力 ・指導力 の向 上 への取り組み。でした。
そ して、 それを支 えるため の研修と人員配置 の充実 でした。

高橋紹運公

大牟 田にお いても、 課題解決 のため、 予算をかけ て、
〇 スク ールソーシ ャル ワーカ ー の中学校 区１人配置に向 け て増 員
配置
〇中学校 で実施 し ている学 習サポ ータ ー の平 日配置 の小学校 で の
実施 （平成 ３０年度から実現）
〇教職員 （
特に新任） の研修 の充実
をと、 要望 しま した。

三笠神社拝殿

～ これから の展開に期待 した い１００周年 ２事業～
大牟田１００祭 （
ＳＡＩ）
高校生総合 文化祭

市内 の全 ７高等学校 の協力により立ち上げ た実行委員会 により、準備段階から当 日 の発表 ・展示 ・食 ・体験ま

で、 一年近くかけ て、企 画 ・実施されま した。最後 のフ ィナ ーレで、実行委員会 のメンバー の挨拶が ありま した
が、彼らが、 この事業を通して苦労をす る中 で、 大きく成 長したんだな、と感 じる ことが 出来ま した。
このような、若者が 活躍し、成 長でき る事業は是非続け ていきた いと思 います。

回コンテスト」

年、全 国レベル の押 し花絵 展が、 開催されま した。

皆さんのご意見をお知らせください。

押し花絵 「
創造展第
「世界押 し花絵芸術祭 ｉ ｎ大牟 田２００７」から、丸

今 回、市 のホ ームページ など で 「
大牟 田は押 し花文化 のふるさと」と明記された のは、良か ったと思 います。こ

れま で、大牟 田市 （
行政）は、押 し花文化に対 しては、消極的 で、他 のまち の方が む しろ積極的 にまちづ くりに

「大牟田１００祭（SAI）高校生総合文化祭」

活か しています。す でに、 ふるさと納税 の返礼 品など で の活用もされ ていますが、今後は、 より 一層、 「
押 し花

「杉野宣雄」氏の特別展示作品
（靄のかかった森の中にいるような。
まるで写真です。カラーでお見せ
出来ないのが残念。）

文化 のふ るさと 」と し て、 積極的 なまちづ く り への活 用を考 え て
いきた いと思 います。

〒836-0807 大牟田市上町１－３－３－Ｍ２０１
電話/ファックス 0944-52-5095
（電話は留守番電話のときが多いので、よろしかったら、
メッセージをお願いします。）
Ｅメール ｍａｉｌ＠ｍｏｒｉ－ｊｕｎ．ｃｏｍ
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://ｗｗｗ.ｍｏｒｉ－ｊｕｎ．ｃｏｍ/
（「大牟田市議会議員 森 じゅん」で検索してください。）
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