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　暑い日が続きますが、皆様
いかがお過ごしでしょうか。市
政だより７号をお届けいたしま
す。
　天草市誕生から３年４ヶ月、
議会では、建設経済常任委

員として、市政発展に取り組んでいます。
　初心の「高齢者に優しく、健康で心豊かな地域づく
り」も第一の課題とし推進しております。
　６月議会が開催され、下記の 5 項目の一般質問を

2は略概（。たしまい行 ・3頁に記載、詳細はホームペー
ジでご覧いただけます。）
一般質問の内容

万次郎の特徴
☆１本あればよい（地力
があれば３０アール以
上にも拡がる）

☆生育期間が長い（半
年間続く）

☆他花受粉（自花の雌
花では、着果しない）
他に雌花株が必要

☆整枝不要だが、尻スケはあった方がよい
☆農薬不使用で出来る

　本年はゆっくりスタートの「明後日朝顔」。
水戸市で５月９日（全国明後日アサガオ集会）
が開催されました。
　楠本とアサガオとの出会いは、水戸の芸術館現代美
術センターです。今年は、天草４代目アサガオの芽生え
です。
　６月４日、地域のサロンで、本年も参加された老人会
の皆さんに、明後日アサガオの種子
（ポット植え１００個と３０粒入りの
種袋）を配布、それぞれの夢や思いを
込めた観察をお願いしました。
☆天草２代目に、茎が伸びない（伸び
ても70ｃｍ程度）朝顔を発見、昨年より鉢植え朝顔に
取り組んでいます。
　朝顔の命は朝の一瞬です【花の命は短い】、その朝顔
を卓上で観察出来る、鉢植え朝顔希望者を募集します。
先着１０名に体験観察をお願いします。
　申し込みは、電話・メールなんでもＯＫです。

明後日朝顔プロジェクト「万次郎南瓜」は
耕作放棄地解消対策事業の
救世主！？

　本年１月、沖縄県糸満市並びに名護市で調査研修を
行いました。
　糸満市は、人口5万６千人（天草市は9万 5千人）。
１４年の歳月をかけた水産振興、海洋レジャー・観光拠
点としてビーチ及びフイッシャリーナの整備により、利用
者は年々増加していました。
　名護市は、人口６万人。産業振興の拠点として建設し
た名護市産業支援センター（総事業費２２億円、国庫
補助率９０％）を視察研修。
　そこには、商工会・観光協会・ＪＡ・ＩＴ関連企業等の
複数団体が入居し300名が就労、家賃収入を財源と
して順調に運営されていました。
　特に印象に残ったのは、「起業家支援」に力点が置か
れ、軌道に乗るまでの３年間のスペース提供・財政支援、
４年目からは空き店舗活用の斡旋等、各事業の連動が
見られ成果の高さを感じました。
　天草市における観光行政や産業支援は重要課題で
あり、今回の研修を今後の活動に生かしていきます。

暑中お見舞い申し上げます
沖縄へ行政視察

万次郎南瓜に
大きな花が
咲きました。

１．AED 設置・TV「開運 ! なんでも鑑定団」・宮地
岳産業廃棄物処理場候補地問題・本渡港湾整備
事業

２．健康対策（人間ドック）　
３．教育環境（少子化の現状）　
４．宝島クーポン券
５．畜産農家の支援策

建設経済常任委員会報告

糖度は24度。とにかく生命力旺盛で、雑草などなんの
その、ぐんぐんと成長していく、防除などは一切入らな
いそうです。1本試作しています。今現在、びっくりする
ほどの成長です。
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3月議会報告
３月２日（月）～３月２３日（月）までの２１日間 6月議会報告 ６月９日（火）～

２６日（金）までの１８日間

555億47,307万円

平成20年度一般会計　補正予算（第６号）
【地域活性化・生活対策臨時交付金】

534億70,937万円
40 億 10,497 万を追加

】金付交時臨資投共公・金付交時臨策対機危済経【）号１第（算予正補

主なもの
○総務費（総額　1億 89,243万円）　
　天草市空路利用促進事業（臨時交付金） 20,780千円
　天草宝島再発見事業 5,000千円
○民生費（総額　１億18,043万円）
　子育て応援特別手当事業
　（子ども1人 36,000円の支給） 86,800千円
○農林水産業費（総額　５億241千円）
　農地整備費（農道舗装事業） ２億 6,100千円
○商工費（総額　63,693千円）
　観光施設管理費（観光施設維持補修事業） 37,593千円
○土木費（総額　９億29,953千円）
　道路維持費（市道維持補修事業） ３億 24,067千円
　道路新設改良費（市道改良事業） ３億 22,000千円
　河川改良費（河川整備事業等） １億 92,490千円
○教育費（総額　２０億7,665千円）
　小学校建設費（楠浦小・牛深小改築事業他） １２億 70,954千円
　中学校建設費（五和中学校建設事業他）　 ３億 52,377千円
　文化施設費（天草市民センター整備事業） １億 4,275千円
　ホール空調・駐車場舗装整備

平成２１年度当初予算の概要
一般会計予算総額　４94億 6､044万円
（平成20年度比較でほぼ同額）
特別会計予算総額　307億１万５千円

○主な施策の概要（新規事業抜粋）
・牛深海中公園グラスボート活用事業
　（グラスボート購入　20,000千円、雇用対策　8,410千円）
・天草エアライン機材整備費等緊急対策貸付金 250,000千円
・天草西海岸魅力発見事業 24,000千円

教育関連
・芸術ふれあい出前コンサート 1,930千円
　ＮＰＯ天草青少年アカデミーで報告
　市内小中学校に音楽のプロを派遣
・体育施設等整備事業
　本渡運動公園：陸上競技上整備 99,550千円
・牛深総合センター整備事業 1億 24,000千円

地域の安心安全への取り組み

狭く危険な市道も側溝整備で安心・安全対策。

38億 95,939 万円を追加

国の緊急経済対策により、最大規模の補正予算となった
その成果を期待します。

NPO天草青少年アカデミーとは

→

→

→

　将来に渡って天草の活
力を維持していくためには
「人づくり」が大切。『天草
の青少年の夢づくり、確か
な明日のために！！』を
キーワードに、教育･科学･
文化･芸術（音楽）･福祉の
立場から活動するＮＰＯ
法人です。私は、天草音楽
館の事務局長を担当して
います。

　天草音楽館の活動は、市内の小中学校に障害を持ち
ながら、プロとして活躍している音楽家を派遣していま
す。子どもたちが気軽に芸術に触れ、生きることのすばら
しさや、努力の大切さを伝えてきました。
　２０年度事業として９校で開催しました。
①豊田隆博氏（熊本市在住：ピアノ）
②安藤正太郎氏（愛知県在住：バイオリン）
③安田知博氏（京都府在住：尺八）
本年度も教育委員会と共同で取り組みます。

危険な用水路も
防護策設置で
安心・安全！
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一般質問報告
●一般質問の経緯について

●市民の健康対策
　（人間ドックの取り組みについて）
　人間ドックは５才刻み、２０年度は対象者 9,753 名で

変換され、目標設定とその目標をオーバーするくらいの取
り組みをお願いしました。
答弁　市長は、戸別訪問・電話等により1人でも多くの
受診者を図り、疾病の早期発見・治療に結びつく体制づ
くりを行うと約束を頂きました。
☆市民の健康対策に、5年の節目検診を２～３年への短
縮を要望しました。

●子供達の教育環境について
　天草市には、小学校が42校、中学校が17校あり、そ
のうち小学校の21校が複式学級です。
　本年の新小学一年生は合わせて800名。
　平成 25年は666名
　（内入学０名が１校、１名が３校、2名が３校）
という状況です。
　本年３月に出された学校規模適正化審議会の答申で
は、小学校 42校を18校に、中学校１７校を１３校への
統廃合計画答申が出されています。
答弁　教育長は答申を尊重しながら、住民説明会等を実
施、９月頃適正化推進計画を作成されるそうです。
　昨年 3校が1校の倉岳の状況は、複式学級を解消、６
年生のアンケートで２９名中 25 名が色々なことが出来、
楽しいと回答があったそうです。

☆これから、地区説明会等が開催されますが、子ども達が
健康で心豊かに成長出来る、子ども達中心の取り組みを
お願いしました。

●天草市地域振興券交付事業
　（天草市宝島クーポン券について）
　『宝島クーポン券』５億円「額面６億円」は早々完売、多
くの市民から恩恵が偏って不公平・勤めで買えない・販
売所が少なくて高齢者等は購入が困難等の苦情が寄せら
れているそうです。
☆今回の反省点を踏まえての再発行と、市民生活視点の
対応を要望しました。
答弁　市長は今回の事業について、大きな反響を頂きま
した。その中には、また実施して欲しいというご意見を頂い
ているので、換金状況、流通状況を精査して実行委員会の
皆さんのご意見を伺いながら検討する旨の回答を頂きま
した。

●天草ブランド黒毛和牛
　（安定畜産への取り組み）
　畜産農家の90％を占める、黒毛和牛の繁殖農家、平成
１８年の平均価格 508千円が、本年５月のセリでは340
千円と大変厳し状況です。
　繁殖農家 366戸の内、１～５頭が227戸と少数飼育
農家の現状では、行政支援が是非とも必要で、天草が交
通遠隔地でリスクの支援、購買者を招くモニターツアーの
取り組みをお願いしました。
☆畜産の安定化への取り組みは、今後も続けたいと考え
ておりますので、行政への対策等要望・情報をお知らせ
下さい。

セリの様子（天草畜協）

・ＡＥＤ（体外式除細動器） 天草市内 150 箇所の配置
のお礼と、市民向けの普及講習会の充実をお願いしま
した。

・ＴＶ開運なんでも鑑定団 天草大陶磁器展に合わせて
10 月 31 日に天草市民センターでの公開収録が決定
しました。

・本渡港湾環境整備 の埋立地の整備予定を早
め、22 年オープンで進行することになりました。またそ
の落成記念として県グランドゴルフ大会の実施をお願
いしました。

・宮地岳の産業廃棄物処理場候補地関連
での建設に向け今年は現地調査の予定との事。今後の
動向を注意深く、関心を持って情報収集されるようお願
いしました。
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【ホームページ】

【携帯サイト】

【Eメールアドレス】

〒863-0046 熊本県天草市亀場町食場217
TEL・FAX(0969)23-3017

楠本ちあき後援会

info@kusumotochiaki.com/

http://www.kusumotochiaki.com/

バーコードリーダー機能がついている携
帯電話で、こちらの QR コードを読み込
むと、携帯サイトへアクセスできます。

chiaki3@wave.plala.or.jp

健康づくりＧＧ大会

ウルトラマラソン（４８時間のチャレンジ）

第３回健康づくりグラウンドゴルフ大
会は６月１３日（土）・亀場運動広場
で行われ、約１２０名のみなさんが楽
しくプレーしました。
ホールインワン 49 本の記録が出まし
た。秋の大会が楽しみです。

健康づくりの目玉として「ウォーキングからジョギングそしてマラソ
ン」があります。今回の健康コーナーは、マラソンを超えた「ウルトラ
マラソン体験談」です。

登場いただいた「Ｋ・Ａ」さんは、丑年の還暦の
方。大会後の数日は、足は腫れ肉刺はつぶれ大
変だそうです。牛深から熊本まで往復くらいの

距離を走るなんてすごい！。健康に気をつけチャレンジ
して下さい。皆様の健康話？ 】り終【。すましち待おを

　私の大きな挑戦、山口萩往還２５０ｋｍマラソンが無事終った。山口
県１４市町村にまたがる世界最大級のマラニック大会、４８時間の制限
時間と９ヶ所の関門と１０ヶ所のチェックポイントを完走（踏）する大会。
　５月２日、夕方６時、国宝瑠璃光寺五重の塔をスタート、二日二晩走り
続けるのです。少しの食料、お金、痛み止め、胃薬、雨具をリュックに背負
い、夜はヘッドライトに懐中電灯、ひたすら前へ前へと進むのです。萩の
殿様、毛利氏が山陰山陽の最短ルートとして整備した険しい山越えの
「萩往還道」が最後に待ち受ける。地図を片手に、道を迷いながら進む、
全国から集まったウルトラランナー達は、もはや、ライバルでではなく皆、
同志なのです。お互い助け合い、時にはいたわり合って、共にゴールを目
指す、完踏の熱き涙を流す為に…。
　今年は、全国から250ｋｍの部に345人がチャレンジ。完踏者 217
名。私は、４０時間 22分 58秒で４６位。足腰痛いのは当たり前、夜も
寝る事無く走るので、幻覚症状も体験、決して健康マラソンどころではな
い。自分に甘く、いい加減に生きている私には、自分を見つめ直す厳しい
試練の場所だと思っている。そして今、来年に向けてのトレーニングが始
まっているのである。

山口萩往還２５０ｋｍマラソン大会について
　歴史の道「萩往還」を、山口県内はもとより
広く全国の皆さんにＰＲしようと、平成元年
(1989)から開催されている大会。
　マラニックとはマラソンとピクニックとを組
み合わせた造語で、体力の限界に挑戦するだ
けでなく、歴史の道を探索したり、大会を通
して参加者相互の親睦を深めていただくこと
を目的としています。

瑠璃光寺（山口市）の庭園ゴール

ホームページ
開設しました
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