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新年明けまして　おめでとうございます。
かねてより、私共楠本ちあき後援会の活動に対し、深いご理解と温かいご支援を賜り厚くお礼
申し上げます。
早いもので、新市誕生に伴う楠本ちあき市議会議員誕生から、４年を迎え２期目の戦いの年
であります。今後も、行政経験を生かし、行動力も持って「高齢者に優しい健康で心豊かな地
域づくり」の取り組みに、どうか皆様方の尚一層のご指導とご鞭撻を賜りますようお願い申し上
げ、新春のご挨拶とさせていただきます。

新年明けましておめでとうございます。
皆様には、お健やかに新春をお迎えの事とお慶び申し上げます。
旧年中は、皆様には格別のご指導・ご高配を賜り、厚く感謝申し上げます。
まずもって、楠本市議の市政だより新年号（８号）の発刊を心よりお祝い申し上げます。
私も昨年６月県議会で 2回目の一般質問を行い、天草の大きな課題であります、第二瀬戸
大橋の早期着工、天草地域の農林水産業の振興など県当局に強く要望致しました。
天草市も合併して、早や４年、本年3月には、市長選・市議選も行われます。
素晴らしい行動力、最強の選手（市議）を擁し、郷土発展のために、なくてはならない人、楠本ち
あきさんの益々のご活躍を期待致すとともに、私も楠本ちあき市議と手を携え、天草地域の発展
のため、頑張ってまいります。
最後になりましたが、楠本ちあきさんを囲む、友愛の輪がさらに広まることを念じつつ、新しい年が
皆様方にとりまして、幸多き年になりますことを、心より祈念いたしまして、年頭のご挨拶と致します。

新年明けましておめでとうございます。
皆様もご家族お揃いで、新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。
市政だよりも８号、早いもので一期目の４年も残りわずかとなり、これからの課題と共に、心新た
な新年を迎えました。
議員活動も、多くの皆様に励ましやアドバイスを頂き、
市民の健康対策の推進、子ども達の教育環境の充実、一次産業への支援対策、環境問題
対策、またAED（自動体外式除細動器）の公共施設への配置と普及活動、街路防犯灯の
設置推進等を推進し、安心・安全な町づくりに微力ながらも取り組んでまいりました。

本年もよろしくお願い申し上げます。
本号では、昨年の１２月議会の一般質問の内容や、私の思いを記載しました。ご意見ご要望を

（。すまりおてしち待お 過去の市政だよりはホームページでもご覧いただけます。）

新年明けましておめでとうございます

楠本ちあき後援会
会長新田　勉

熊本県議会議員

天草市議会議会

船田　公子

楠本ちあき

楠本ちあき市政だより楠本ちあき市政だより
第8号

（新春号）
第8号

（新春号）



（2）

9月議会報告
9月1日（火）～9月18日（火）までの18日間 12月議会報告11月30日（月）～

18日（金）までの19日間

総額543億51,572千円

一般会計　補正予算（第３号）

総額554億51,218万円
６億 86,928 千円を追加

一般会計　補正予算（第７号）

補正予算（第３号）歳出の主なもの
●総務費 交通安全対策費 39,490千円
  防犯灯整備事業 12,858千円
●衛生費 環境対策費 １億 22,710千円
  住宅用太陽光発電システム設備費補助金 36,000千円
●商工費 商工振興費 1億 17,798千円
　 天草市地域振興券交付事業 1 億 6,000千円
●教育費  1 億 27,29 千円
　 社会教育総務費青年団補助金 450千円
　　 全国青年大会出場の栖本町青年団に助成

８億 17,595 千円を追加

「冬至かぼちゃ」とも云われ、冬の保存野菜として重宝さ
れる南瓜。その中で糖度は 24 度。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、万次郎南瓜。
防除などは一切入らないそうで
す。と紹介した万次郎南瓜が、
今、東京の市場で高値で取引さ
れています。
私の畑のもご覧の通り、見た目
の美しく美味しいんです。
5月に苗付け11月収穫、1月出荷のこの作物。興味が
ある方は私までお問い合わせください。

美味しい万次郎南瓜が人気！

今年も広げます！
天まで伸びる明後日朝顔。

  地域名　　　発行数 一次申込 二次申込 販売残数
本渡地区 25,000 冊 7,938 名 9,229 名（抽選） ０冊
牛深地区 10,000 冊 1,641 名 3,287 名 2,062 冊
商工会地区 15,000 冊 2,493 名 7,587 名 494 冊

天草市地域振興券交付事業
（天草市宝島クーポン券）
第２回天草市宝島クーポン券の販売状況
は次の通りでした。

　

二次申込受付の結果、約 95%が販売されました。前回、
早々に完売し、行き渡らなかったとの反省点が改善さ
れ、多くの市民に購入されました。
夏冬 2回のクーポン券の販売は、地域活性化に充分貢
献できたと考えます。（約１２～３億の経済効果があると
見られています。）

全国青年大会出場助成
11月13日から同16日にかけて、東京体
育館を 中心に「第 58回全国青年大会」が
行われ、市青年団栖本支部の“栖本太鼓踊

り”が、郷土芸能・民俗芸能の部で最優秀賞を受賞しま
した。
団員１８名中 17 名は市職員との報告に、“職員は地域
のためにしっかり頑張っている”というの声と、“青年団で
活動できるのは職場条件の良い市職員だけ？” という声
が聞かれました。
私は、この団結のエネルギーこそ地域を作るパワーだと
考えています。これからも町の中心になって、よりよい活
動を続けてください。栖本町の青年団のみなさんおめで
とうございます！！

大きく成長する
「明後日朝顔」。昨
年は、多くの職場
や家庭で思いのこ
もったアサガオが
見られました。そん
な中、玄関やテー
ブルの上で育つ、
背丈が伸びない
（？）アサガオもあ
ります。
今年はどんな花が
見られるか、今か
ら楽しみです。

美味しい万次郎南瓜

自宅庭の明後日朝顔

※補正予算（第７号）歳出の主なもの
●総務費 財政調整基金積立金 ４億 1,000千円
　地方財政法第７条による基金積立（繰越金の１／２以上）
●民生費 障害福祉費 １億 17,819千円
　生活保護費・就労継続支援費・厚生医療費等
●土木費 まちづくり交付金費 23,000千円
　天草キリシタン館整備増額
●教育費 中学校建設費 1億 21,800千円
  現本渡中学校校舎の解体工事費他
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一般質問報告

健康づくりグランドゴルフ大会が、11月22日（日）、亀
場運動広場と、11月28日、亀川ダム公園の2カ所で
開催されました。
各会場とも、笑顔のなかにも真剣な表情が見られ、参
加された 100 名の精鋭（プロに近い各選手）たちに
よってホールインワンがなんと４０数名と、ナイスショッ
トの多い大会でした。

　総工費約 33億円をかけた、天草市立本渡中学校（本
渡中･佐伊津中･本町中合併）は、４月開校に向け順調
に工事が進んでいます。
●規模
　生徒総数 820名（1 年生 308 名、2 年生２６０名、
３年生２５２名）
　※熊本県下の中学校１９２校の中、10番目の生徒数）
●施設の特徴（環境に配慮：エコスクール）
１．太陽光発電パネル1,600 枚を設置、50kwの総発電
で、自然環境に優しい学校。（※普通教室 24部屋の使
用電気を全部供給します）

２．屋上緑化（27㎡）の芝張りで断熱効果のエコ対応。
３．トイレの電気・水道もエコ対応。
　この素晴らしい学校施設が地域に愛され、県下はもとよ
り全国に誇る優れた人材を育んで行かなければなりま
せん。

質問①
市長の政治活動「天草市発展のための今
後の取り組み」について

　安田市長は「日本の宝島　天草の創造」を基本理念に７つ
のプロジェクトに５０の政策を掲げられ初代市長に就任さ
れました。３年と７ヶ月の成果は、目標達成の「Ａ」が２０、
成果が見える「Ｂ」が１６と素晴らし
い成果ですが、熊本天草幹線道路の
整備促進などマニフェスト以外にも
重要な政策が多くあり、また、世界ジ
オパーク認定に向けた取り組み、耕
作放棄地対策など、新たに推進しな
ければならない政策も山積いたしております。
　そこで、安田市長におかれましては、来春任期満了を迎え
られますが、引き続き天草市発展のため、市政運営の舵取
りを続けていただきたいと思うのですが、今後の政治活動
をどうなされるのかお尋ねいたします。
　答弁
　「天草市の初代市長として全力を傾注してきたが、いくつか
の課題を残している。ローカル・マニフェストも自己評価
では７５％の達成状況。引き続き市政を担当し、市民との
協働で日本の宝島・天草の創造のため粉骨砕身、全力で
取り組む覚悟だ」と、３月21日告示、28日投票の市長選
に、再選を目指して立候補する意思を表明されました。
質問②
健康対策について
　マニフェストの「暮らしやすい生活環境づくり」で、３５歳以
上の市民の人間ドックの実施ではＡ評価ですが、多くの市
民の皆様が健康であるためには、現在の５歳刻みから２歳
刻みで実施することが効果的だと再度提言しました。
質問③
魅力ある観光づくりについて
　天草宝島観光協会の法人化等が「Ａ」評価ですが、現在建
設中の「天草キリシタン館」の早期開館と、多くの皆様に来
館していただくことが重要。オープンに合わせ、教育委員会
だけでなく、観光課、宝島観光協会など、官民一体の「魅
力ある観光ＰＲ」活動をお願いしました。
質問④
天草黒毛和牛の販売促進支援について
　年々セリ値が低迷、需要と供給（出品頭数と購買者数）こ
の関係がセリ値を大きく左右しており、新規購買者の増加
に向けた支援策として、県外からの購買者等の補助につい
て、天草畜産協同組合とも協議して検討の回答を頂きま
した。

健康づくり
グランドゴルフ大会報告

後援会主催のＧＧ大会（亀場運動広場）

枦宇土清流会（会長：中野保氏）主催のＧＧ大会（ダム公園）開会式
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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

「ふれあいこころコ
ンサート」への声
●障害を乗り越え、
第一線で活躍の演
奏が聴けて、とても
感動しました。（上天
草にも来て欲しい）
●素晴らしいの一
言、感動のコンサー
ト、続けて下さい。
●心にしみる演奏会
でした。●子供たちのためにも、ボランティアとして参加
したい。　出前コンサートへの声●小学校で子供と一緒
に、尺八を聞きましたが、珍しく目を輝かせて聴く子供を
見て、非常に良かった。●田舎の子供たちに、本当の音楽
を聴かせてあげて下さい。
この取り組みへのたくさんの励ましのお言葉を頂きまし
た。ありがとうございました。

メタボリックシンドローム

ふれあいこころコンサートを開催！

おへその高さの腹囲
男性で85ｃｍ以上の人
女性で90ｃｍ以上の人

高脂血症

高血圧

高血糖症（糖尿病）

それぞれは深刻でなくても
心筋梗塞、や脳卒中の危険性が高まる。

メタボリック（Metabolic）は「代謝」を意味し、
シンドローム（Syndrome）は「症候群」を意味します。

3つの症状のうち2つ以上該当した場合、
メタボリック症候群と診断されます。

なぜ腹囲だけを問題視するの ?
2005 年 4月に作られたメタボリック症候群の診断基準 =腹囲（男85cm・女 90cm）
やせていても血圧が高めの人など、脳卒中や心筋梗塞になる危険性の高い人への対応が
おなか周りのサイズだけでは不十分だとの研究者の意見が出ています。
加えてメタボ検診優先の影響で、ガン検診受診が減少しています。今年度より厚生労働省
は「子宮ガン検診・乳がん検診」の自己負担免除をスタートさせました。天草市でも無料
ですので検診しましょう。　
成人後は、太ると危険？　それとも、やせたら危険？
成人後に５kg以上体重が減少した人は、変化が小さい人に比べ死亡率が1.4 倍。
成人後に5kg以上体重が増えた人は、変化が小さい人に比べ死亡率が0.89倍に下がっ
た。という調査報告があります。太った分抵抗力が強くなり健康な身体になるんです。何で
も“過ぎる”のが良くないと言うことですね。

●メタボリックシンドローム
の主な原因は食べ過ぎ。

●一日に必要なエネルギー
量の目安（体重 1ｋｇあ
たり）

　デスクワーク中心の人
25～ 30kcal

　立ち仕事や外回りが多い
人 30～ 35kcal

　体をよく動かすお仕事の
人 35～ 40kcal

コンサートの前に(本渡北小学校 )

美しい演奏とやさしいメッセー
ジを大ホールで…

昨年１１月２５日㈬
天草市民センター大ホールで、
ふれあいこころコンサートが開
催（文化庁、県、天草市、天草市
教育委員会の協力による）され
ました。

ＮＰＯ法人天草青少年アカデ
ミーの一組織：天草音楽館（松
崎館長・楠本事務局長）は、出
前コンサートと題して障害を
持ちながら、プロとして活躍して
いる音楽家を市内の小中学校
に派遣しました。（天草市教育
委員会の協力による）
昨年は８校の 1,249 名の児童
と生徒・先生が視聴しました。
このコンサートで、音楽家に密
着し、各会場で感じた事は、子ど
もたちが身近に芸術に触れられ
たこと。ハンディーキャップを感
じさせない演奏やお話を見たり
聞いたりして、努力の大切さ、生
きることのすばらしさを体感して
くれたこと。
意義深い取り組みができたと感
じました。天草音楽館 館長松崎さんと私
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