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寄  稿 「ドラえもんシティ」大村市

平成 7年　長崎県立大村工業高校卒業
平成 9年　大村看護高等専修学校卒業
平成12年　福岡看護専門学校卒業
平成12年　大村市立病院（現 市立大村市民病院）
平成13年　医療法人カメリア大村共立病院
平成19年　大村市議会議員（１期目）
平成23年　大村市議会議員（２期目）
平成27年　大村市議会議員（３期目）
平成27年　大村市長（１期目）

大村市長　　園　田　裕　史

♪こんなこといいな できたらいいな　あん

なゆめ こんなゆめ いっぱいある～けど～♪

　自分達の生活や身の回りの事について、み

んなが住む街の課題について、子や孫が生き

る未来について、市民が求める多様な要望の

中から課題を整理すること、判断すること、

実行すること。これが、政治や行政の役割だ

と思うのです。

　そして、その旗振り役として明確なビジョ

ンを示し、組織をまとめ、号令をかけ、一緒

に走り、結果を出す。それが、市長の仕事だ

と思うのです。

亡き父からの学び。

　私は、重度の身体障がい者だった父と、花

のお世話と草むしりが大好きな母のもとに生

まれました。父が地区の住民センターの管理

人をしていたことから、住まいは６畳２間の

管理人室。『家族で平穏に暮らしていけるの

は、管理人になれたおかげ』と、仕事に誇り

を持ち感謝の心を忘れない父の姿と、妹と一

緒に敷地内の駐車場を毎日掃除していたこと

が、今でも鮮明に思い出されます。

　父からは、日々の生活や周囲の人の支えに

感謝すること、人の事を色々言う前にまず自

分の行動を振り返ること、障がいによる不自

由さがあっても明るく振る舞い、何事も諦め

ずにやり抜くことなど多くを学びました。

患者さんや遺族に寄り添う。

　高校卒業後は、父のように様々な病気や障

がいに苦しむ方々を、少しでも笑顔にしたい

と看護師を目指しました。

　朝から夕方まで病院で勤務した後に学校へ

通う日々。帰宅は午後９時を回り、それから

レポートを書いたり国家試験の勉強をしたり、

床に就くのは深夜という生活でした。

　23歳で看護師国家資格を取得し、内科や精

神科の臨床経験を積んできました。児童思春

期精神疾患の患者さんの中には、多くの自殺

亡き父からの学び。

患者さんや遺族に寄り添う。
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未遂者も。身体的・精神的苦しみの末に、自

らを責め、傷つけ、葛藤でもがく彼らや彼女

ら達の言葉に耳を傾け、寄り添ってきました。

　また、精神科看護師として仕事をする中で、

毎年全国で３万人以上の方が自殺で亡くなっ

ていることを知りました。自殺者を減らし、

また、遺された人の心を癒したいという想い

から、仲間とともにNPO法人自死遺族支援

ネットワークReを設立。毎月１回「遺族の

つどい」を実施、延べ300人以上のご遺族の

想いを聴いてきました。

断固たる決意で市議選出馬。

　看護師や遺族支援活動の他にも、街をオモ

シロク活性化するイベントの企画・運営も

やってきました。「オモシロキ コトモナキ世

ヲ オモシロク」をテーマに開催した、若者

のカリスマ高橋歩氏のトークライブでは、県

内外から多くの若者が大村に大集合。僕ら若

者自らが、社会に関わり声をあげることで、

大村を今よりもっとオモシロクできると思い

ました。

　一方で、国民の声は政治の世界に届いてお

らず、「若者の投票率低下という悪循環に陥っ

ているこの現実をなんとか打破していきた

い。」私は、仲間とともに声をあげました。

　平成18年秋の大村市長選挙で、横断幕に「選

挙に行こう」を掲げ、「自らが選んだ人に、

自らの声を、自らの一票を投票しよう」と各

所で街頭演説を行うキャンペーンを展開しま

した。

様々な活動を通して、行政や議会の場に市民

の声をよりダイレクトに届けたいという想い、

みんなが選挙に行きたくなる政治を実現した

いという一心で、平成19年、私は市議会議員

選挙に出馬しました。

　「選挙カーでの連呼活動では、市民に政策

は伝わらない」と思い、私は仲間とともに車

を一切使わず自転車で市内全域を周り、各所

で街頭演説を繰り返し政策と想いを訴え続け

ました。

　結果、地盤も看板も鞄もない無名な新人に、

1601票もの支持をいただききました。その１

票の重みを胸に、僕は政治家として歩み始め

ました。

第22代大村市長に就任。

　平成27年11月８日、市民の信託を受け、第

22代の大村市長に就任させていただきました。

　マニフェストに掲げた全27項目中、子育て

支援策として「市内全中学校での完全給食開

始」、「市内全小中学校へのエアコン設置」、「医

療費補助における就学前児童の現物給付方式

への転換と中学校卒業まで補助対象を拡大」、

高齢者福祉の充実として「特定健診の無償

化」、都市経営インフラ整備として「長崎県

初の木場スマートインターチェンジの開通」

「国道34号大村－諫早間の４車線化の新規事

業認可決定」、持続可能で健全な財政運営と

新たな財政確保策として「ボートレース大村

のナイターレース参入」等々、市民の皆さま

にお約束した項目の約９割を、これまでに実

断固たる決意で市議選出馬。

第22代大村市長に就任。
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行することができました。

　残された任期は約３ヶ月。残り１割の政策

課題を実行するのか、修正するのか、中止す

るのか、引き続き市民のお声をお聴きしなが

ら進めていきます。

　就任から３年９ヶ月、実行してきた政策は

確実に実を結び、現在の大村市は、過去最高

の人口増加数、過去最高の市税収入、過去最

高の法人設置数、過去最高の観光客数、過去

最高の小・中学生スポーツ表彰数、過去最高

のボートレース大村の売上と純利益、これら

の数字に裏打ちされた街の活性化につながっ

ています。

雰囲気を創るということ。

　市長になってまず取り組んだことは街の

「雰囲気」を変えること。『どうせダメだ』、

『言ってもやっても何も変わらない』、『その

ままでもまぁまぁ満足だし』・・・そんな空

気を変えて、明るく元気に楽しく、市民が大

村に住んで良かった、ずっと住み続けたいと

思ってもらえる街になる様に。

　世の中で言われる「景気」という言葉もそ

うですが、要は気持ちの持ちようということ

です。

　役所内はもちろん、各種企業や団体も、市

民も、大村の空気が変わったと思ってもらえ

ること。そこから、自らの気持ちが変わって

いくこと。その気持ちの変化が広がり街の雰

囲気になっていくこと。

　そのために取り組んだ一丁目一番地が「徹

底した情報発信」をすることです。

　これまでも、市民のために効果的な施策や

事業をやっているのに、残念ながら市民に対

してそのことがいまいち伝わっていない、

とってもモッタイナイ状況が、そこにありま

した。

　長崎県のど真ん中にあるのに、県内で唯一

人口が増え続けているのに、交通アクセスが

充実しているのに、若い世代が多く住んでい

るのに、自然が豊かで美味しい食材に恵まれ

ているのに・・・「大村は未完の大器」、「眠

れる獅子」と、市民からも市外の人からも、

ずっと揶揄され続けてきました。

　市民が、これまで何となく当たり前だと

思っている大村の高いポテンシャルを最大級

に活かす、つなげる、広げる。そのためには、

大村の今を徹底的に知ってもらって、企業や

団体や市民に広げてもらって、オール大村で

参加してもらって、みんなで創る新しい大村

を始めていこうと大号令をかけました。

「ワン ワン ワンダフルな大村市」へ。

　このマーク、自転車の車輪のように見えま

せんか？

雰囲気を創るということ。

「ワン ワン ワンダフルな大村市」へ。
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　これは、大村市の市章（ロゴマーク）で、

私は、このロゴマークが大好きなんです。昭

和17年２月11日に１つの町（大村町）と６つ

の村（鈴田村・三浦村・萱瀬村・竹松村・福

重村・松原村）が合併して大村市は誕生しま

した。輪郭の６つのラで村を表し、中心に大

を入れて大村市の飛躍を強調したもので、昭

和23年に制定したものです。

　根拠も明確で、センスが良くて、デザイン

も素敵です。

　また、このロゴマークが未来の大村市を表

現していると感じています。

　それが「ハブ＆スポーク」、大村市を中心に、

県内へ九州へ、そして全国へ。大村が中継拠

点（ハブ）となり、自転車の車輪（スポーク）

のように、様々な波及効果へつなげる、つな

がる、広げる、広がる。そんな意味が込めら

れていると、勝手に思っています（笑）。ま

た、このビジョンに基づく政策を実行してい

くことが、未来の発展につながると確信して

います。

「ワン ワン ワンダフルな大村市」
１つ目のワン「大村湾（ワン）」。

　大村市の全国的な知名度は、残念ながらま

だまだありません。しかし、世界で初めての

海上空港が整備された大村湾は全国的に知名

度があります。そこで、大村湾にフォーカス

することで、結果的に大村市の知名度が上が

ります。それが、「大村湾地域経済圏構想」

という大村湾を活かしたヒト・モノ・コトを

動かすビジョンです。

　大村市を含め大村湾沿岸には５つの市（大

村市、諫早市、長崎市、西海市、佐世保市）

と５つの町（東彼杵町、川棚町、波佐見町、

長与町、時津町）が存在します。この５市５

町の人口は約100万人となります。大村市の

人口９万６千人ではできないことも、人口

100万人を対象とすることで、新たな経済交

流、人的交流、物的交流が育まれ、そこには

多くの副産物を得ることができる。それこそ

が、新しいカタチで地方創生を実行する全国

のロールモデルとなると確信しています。

　そのシンボルとして、大村湾一周160kmを

自転車で周遊するイベント「大村湾ZEKKEI

ライド」の開催をはじめ、インスタ映えする

「ワン ワン ワンダフルな大村市」
１つ目のワン「大村湾（ワン）」。
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ことで全国そして世界中でバズった「ガラス

の砂浜」や、大村産なまこのブランド化、民

間企業と東京大学や長崎大学が連携した大村

湾の水質浄化実証実験等、これまで様々な事

業を実行してきたことにより、「大村湾から

大村市」へと少しずつ認知度が上がってきて

います。

「ワン ワン ワンダフルな大村市」
２つ目のワン「ナンバーワン」。

　昭和27年、全国で初めての競艇場として

ボートレース大村は誕生しました。大村市役

所におけるボートレース大村の最大のミッ

ションは、一般財源に寄与することにより市

民の福祉向上に資することです。競艇事業の

売上と利益の拡大は、市の新たな財源確保策

として極めて重要な事業です。

　これまでも、市の一般会計へ約600億円の

繰入を行い、その財源を活用して、道路や下

水道の整備、子育て支援策等々の充実を行っ

てきました。

　平成30年９月には、ボートレース大村にお

ける第２の創業と位置付けナイターレースへ

参入しました。その効果により、平成30年度

の決算見込額は、売上約933億円、純利益50

億円超となり、過去最高の売上と利益を達成

する見込みです。

　今後、ボートレース業界全体の発展のため

にも、ボートレース大村は全国24場中売上ナ

ンバーワンを目指します。

　また、これまでのボートレース場という概

念を覆す展開を進め、レジャースポーツ・マ

リンスポーツ・エキサイティングスポーツ・

エクストリームスポーツ・ｅスポーツという

「スポーツ」を軸としてボートレースを捉え、

各種イベント企画の開催により幅広い世代が

行きたくなる「トータルアミューズメント

パーク」を目指します。

「ワン ワン ワンダフルな大村市」
３つ目のワン「オンリーワン」。

　空港・高速インターチェンジ・新幹線、こ

れは自治体経営における「三種の神器」と言

われるものです。これら「三種の神器」は、

全て大村市に存在（予定）します。さらに「三

種の神器」が揃っているのは、全国1741自治

体の中で14自治体のみです。

　国内最大級の高速交通網に恵まれた、高い

ポテンシャルを有する立地です。

　そして、10月５日にオープンを迎える蔵書

「ワン ワン ワンダフルな大村市」
２つ目のワン「ナンバーワン」。

「ワン ワン ワンダフルな大村市」
３つ目のワン「オンリーワン」。



6 ながさき経済  2019.8

能力202万冊を誇る全国初の複合型図書館「ミ

ライon（長崎県立・大村市立一体型図書館

及び大村市歴史資料館）、統合型リゾートIR

の本県誘致、AI・RPA・ビッグデータ・

IT・IOT・５Ｇ等の最先端技術を活用した未

来都市（スマートシティ・スーパーシティ）

構想への推進、Ｖ・ファーレン長崎とともに

スポーツからはじまる地域創生「スポーツ

シューレ」への挑戦と、盛り沢山の内容で「ワ

ン ワン ワンダフルな大村市」を目指してい

ます。

　その先には、令和４年度の新幹線西九州

ルートの開業と同時に、大村市は市制80周年

を迎えます。数字の「８」を横にしてみると

「∞」（無限）となります。まさに、未来の大

村市へ無限大の可能性が広がる種まき、仕掛

け、企画を進めていかなければなりません。

　県内13市の中で唯一人口増加を続ける大村

市だからこそ、大村市のことだけではなく、

長崎県全体の発展のために、我々大村市が長

崎をけん引するトップランナーという気概を

もって、市役所も企業や団体も市民も一丸と

なった運命共同体として、オール大村で進め

る「オンリーワン」なまちづくりにチャレン

ジします。

「ドラえもんシティ」大村市への挑戦。

　約440年前、日本で初めてのキリシタン大

名となった大村純忠、その名代として日本で

初めての公式外交となった天正遣欧少年使節。

　約150年前、明治維新で大活躍し、近代日

本の礎を築いた多くの偉人。

　昭和27年、日本で初めて競艇場を開設した

ボートレース大村。

　昭和54年、世界で初めて海上空港を開業し

た長崎空港。

　数々の「初めて」は、この地に宿るパイオ

「ドラえもんシティ」大村市への挑戦。
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ニアとチャレンジ精神、「はじまりは大村か

ら」、現代そして未来を生きるみんなで新し

い大村にswitchを入れていきましょう。

　「どこでもドア」みたいに国内最大級の高

速交通結節点のポテンシャルを有しながら、

昔ながらの地域コミュニティが活発で、自然

が豊かで豊富な食材に恵まれた大村市。丁度

いい都会田舎（トカイナカ）は、誰もが住み

続けたいと思えるハイパーベッドタウンとし

て、まさに「ドラえもん」に描かれているよ

うな街になる挑戦を続けます。

♪あん　あん　あん

　　とっても大好き　ドラえもん♪

　昨年度制作した「大村市移住・定住推進

PR動画」のコンセプトは、逆説的で自虐的

で画期的なキーワード『大村市なんて大嫌い』。

　「ワン　ワン　ワンダフルな大村市」が、

「大嫌い」だけど「大好き」。

♪ワン　ワン　ワン

　　とっても大好き　大村市♪


