年度末 で約

億円
年度末に

26

年 ９月

市議会定例会 で質問 しました

一般質問 （平成

年

月

日）

日）

体育館、高泉市営住宅 （Ⅲ期）
）は含まれ ておらず。今後 これ

③

市庁舎 の整備に ついて

介護 予防 ・日常生活支援総合事業に ついて
年度には

３５

億 円となる ことも見込まれると

ら の大型事業を全 て行 った場合、 平成
億 円、 平成

７０

な いこと の選別を これま で以上に厳 しくし、将来世代に自信

の方が 状況が厳 しいとも考えられます。やるべき ことと出来

前 回 の財政危機 の時に出来る対策はや ってきた ので、今回

４１

を持 って引き継げ る大牟 田づくりにま い進 します。

イ ンタ ーネ ット録 画中継 ）をご覧くださ い。

詳 しくは、 大牟 田市議会ホ ームページ （
議事 録 ・

・現在 の検討状況

・これから の市庁舎 に求められる機能

④

・建設 ・運営 コスト

・絵本ギ ャラリー設置 の目的

・これま で の経緯

絵本ギ ャラリーに ついて

・政策 の優先順位

・来年度 の予算編成

今後 のまちづ くりと財政運営 に ついて

一般質問 （平成

・絵本を通したまちづ くり への活用

・動物園と絵本ギ ャラリー の相乗効果

大牟 田市動物園と絵本ギ ャラリーに ついて

・近代化遺産 の整備 ・活用

・市庁舎 の整備

・雇用 の創 出

・財政構造強化指針

今後 のまちづ くりと財政 に ついて

１１

１８

①

②

①

３０

年度 で累積赤字が

②

１２

「い つか来た道」にならな いように
～驚き の財政試算～

多くの方に応援いただき、あ
りがとうございました。
（ジャー坊＠三池光竹）

昨年 ８月、財政運営指針 の改定が 行われ、今後 の財政見通
しが 示されま した。それによると 平成

億 円 の累積赤字になると いう こと です。

あ った大牟 田市 の貯金 （
財政調整基金）が、平成
は、

35

３０

「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
ゆるキャラグランプリ準優勝！
29

しかも、この数字には、これから始まる事業 （
市庁舎整備、

20

のこと。

４０
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来年度予算は、メリハリのある予算を
施設 でいえば、市庁舎やご み処理施設 のように、必要不可欠 で、市 民生活に影
響が 大き いも の、体育館や図書館 のようにど このまち でも市 民生活に必要なも の
と して、す でに 一定 の理解が 得られ ており、かなり の市 民 の利用が あ っているも
の、近代化資産、動物園、 石炭館など必ず しも必要とは いえな いため、ど のまち
にもあるわけ ではな いが、市 民 の憩 い ・誇りやまち の魅力づくりなどに貢献する
も のなどに大きくは、分けられると思います。市庁舎 の整備や体育館 の建設にめ
どが つくま では、近代化遺産 の整備計画を先送りするなど の措置も必要になる の

いく つか の

先進地視察 してきま しが、各自治体とも、それぞれ の与え

※２

られた条件 の中 で、様々な 工夫を していま した。大牟 田市も、様 々に知恵

を出していく必要が あります。限られた財政状況 の中 では、全 ての機能を

満たす ことをあき らめる ことも考えなければ ならな いと思います。

市当局には、方針決定前に多様な選択肢を シミ ュレーシ ョンしてお いて
欲 しいと思います。

※１ ①耐震など の安全性 ・セキ ュリテ ィ、プ ライバシー の確保② バリアフリ

ーや駐車場 の使 いやすさ③窓 口配置など の効率性④省 エネ ・省資 源 の推

※２ 高校跡地を利用した氷見市や 旧庁舎跡地を ７６年間定期借地と して貸 し

ではな いかと思います。
また、人 口減少を止めるには、若者が 望むような会社や職種 の企業 （
安定感あ

付ける こと で新庁舎 の整備費をねん出 した豊島 区、宿泊施設誘致 のため

進⑤まちづくり ・文化活動 の支援

る企業や ＩＴ関連など の先進業種） の誘致にも っと力を いれる ことが 重要だと思

ホテルと の合築を した橿原市など

や電車は、 「
守 っていくも の」 へと変わ っていく のかも しれません。

赤字が 当たり前 」と聞 いた ことが あります。これからは、日本 でも、バ ス

以前、都市計画を専 門にしている友人から 「世界的 には、公共交通は

います。まちなか の再生 で、大牟 田市が参考にしている日南市 でも、新規 の出店

年度予算は、収支試算が 出 てから、初め ての予算 です。今後 予定され て

を促すだけ でなく、ＩＴ の誘致に力を 入れ、１００人以上 の雇用に繋げ ています。
平成

いる大きな事業を し っかりと実現するためにも、必要な予算を確保し つつ、 切り

新栄町（再開発の行方が心配です）

込むと ころには切り込んだ メリハリ のある予算編成が必要になります。

大牟田駅西口イルミネーション

市庁舎 の整備に ついて
５
※１

つの機能に ついての記述 の後、 場所に ついても、 現在地が 最適と結論付け ていま
す。そ の前に行われた アンケ ート の結果と合わせ て考えると現地建 て替えが有力
だと思われます。
しかし、耐震は大事 ですが、市 民 一人 一人は、それほど庁舎を利用する ことは
なく、財政 の状況を詳 しく説明してからであれば、少し違 った答 えが 出たかもし
れません。

西鉄大牟田線沿線の動き

31

月に市庁舎整備に ついて、検討委員会から答申が 出ま した。求められる

１０

②

今、動物園 の魅力を創 っている現場 の人たちから特に望まれ ているわけ で

③ 休憩室に、動物 の理解を深めるため の標本 の展示を したり、園 の取り組 み

もな いも のを魅力 ア ップ と位置付ける ことには無理がある。
「
今 の厳 しい財政状況で、動物園 の現場から必ずしも求めたれ ていな い絵本

や動物 の生態が わか るビデ オが 鑑賞 でき るような新たな機能を付加す る

絵本ギ ャラリ ーに ついて
ギ ャラリーを、 入園料 の値上げ ま でして、何 のために整備す る のか。」も

場合、 同様に過疎債適 用 の可能性が ある。

など、市 の説 明には、説得力に欠けると ころが あります。

っと言えば 「
整備する必要が ある のか。
」「ほかに優先すべき課題がある の
ではな いか。
」最近、投げ かけられ る質問 ・意 見をまとめ ると こうなりま
す。率直な疑問だと思 います。

また、 現在、管 理費と して市が 負担 し ている ８７００万円とは別に絵本ギ ャ

そもそも、絵本ギ ャラリー設置に対する強 い要望が あ った。

げが 検討され る ことにな っていますが、 入園料は上が り、 そ の結 果、 入園者 数

れば 現状 の管 理費 でも充分 ではな いでし ょうか）
。整備に合わせ て入場料 の値上

市 の考 えを私なりに簡単 にまとめ ると
①
動物園は、今後、動物 の種類や数が減少していく ことが 見込まれる の

が 減り、市 の負担もあが ると いう最悪 のシナ リオも十分考 えられます。

ラリー の管 理に１６００万円必 要と の試算 も出ま した （
絵本ギ ャラリーが なけ
②

で、来場者に （
本物 の絵本原画に触れ てもらう こと で）興味や感動を

す。私は久留米市を舞台にした「ラーメン侍」

を見て、その面白さに圧倒されました。
「ラー

与える ことが でき る新たな魅力として整備する。

メン侍」を上回る名作を期待しています。

大牟 田 の財政や動物園 の将来像を よく考 えた うえ で の判断が 必 要 です。 この

魅力を映画にしていらっしゃる監督さんで

まま、充分な準備や検討が なされな いまま、 見切り発車的 に事が 進 ん でいく こ

直貴氏。各地域でその土地の

監督は、瀬木

過疎債 の活用により、駐車場 の整備 で、約 １億 ７０００万円、当初 の

（皆さんに、応援していただいています）

③

徳永玲子さんの読み聞かせ
アサデス

とをと ても懸念 しています。

～大牟田市動物園を舞台に
映画が作成されます～

見込みより市 の負担が 少なくなる。

比べると随分と大きくなりました。

要望 した人 の中にも、動物園 の 一番奥 では、使 い勝手や コスト面での

「僕のケモノート」

と いた ったと ころです。 しか し、
①
疑問 の声がある。
メスのプリンちゃんは嫁入り当初と

「
世界自 閉症啓発デ ー
「
知 ってほしい ぼく のことわたしのこと」

おおむた」

～自 閉症 のことを伝えた い～

毎年 ４月２日は、 国連が 定めた世界自 閉症啓発デ ーであり、 世界中 で青色 のライト ア ップが 行われ ています。

（エッフ ェル塔、姫路城、福 岡タ ワーなど ）日本 ではそれに合わせ、４月２日から８日ま でを、発達障害啓発週
間と しています。大牟 田でも、昨年初め て、市役所 のライト ア ップが １週間青色 に変わりま した。

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。）

点灯式 の後 のト ーク では、「
自 閉症 の主な症状」や 「
絵カ ードなど の コミ ュニケ ーシ ョンツール」「
家族 と し て

〒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。）

の困難さや うれ しか った経験 」「
前 日行われたイベントを通して の感謝 の手紙」など、自 閉症 に ついて の理解が

（連絡先）

深ま るとともに、胸 にじんとくるお話 でした。多く の市 民、当事者 ・家族 の皆さん、行政からも 両副市 長を始め、
多く の職員さんにご 来場 いただきま した。

「認知症 のように、自 閉症や発達障害 に対す る皆さん の理解が 深まり、当事者とそ の家族 の方 々が、少 しでも

生きやす い世界にな っていけば 。」 これま で、 活動 してこられたご家族や支援者 の方 々 の思 いが、 少 しず つ形に

当事者参加企画：人気はホットケーキ作り

な っていけば、と思 います。

市庁舎のブルーライトアップ

当事者の方の作品やパネルの展示＠市役所

「
自 閉症 の人が住みやす いまちは、 みんなが住みやす いまちだ。
」

皆さんのご意見をお知らせください。

in

