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県政を身近にする議員活動
　楠本県議は 4 年前「天草の思いを県政に
つなぐ」ことを決意し、県議選に初挑戦した
時、公約として情報誌「県議会だより」を発行
し、「県政を身近にする」ことを約束いたしま
した。
　そしてこの約束通り、平成２７年１１月１５日
の第１号発行以来第５号まで発行し、県政の
動きとともに自らの議員としての活動の姿を
皆様に報告し、ご意見とご批正をいただいております。
　今回は、これまでの「実績」これからの「目標」を掲載した特
別号を発行いたしました。
　このように、県政や天草の動きを丁寧に情報提供する県議
は、楠本議員ただ一人です。
　まさに「有言実行」の県議であることを証明するとともに、天
草の代表としての強い責任感と使命感の現れでもあります。
　また、公約や住民の思いは、市町、県、国のつながりがあって
こそ実現するものですが、楠本県議は自らの市議・行政経験
を生かすとともに、国への要望活動も積極的に行い、そのパイプ
役を十分果たしていることもこの情報誌から伝わってきます。
　今後とも、「思いを聞く」～「思いを届ける」
　　　　　～「思いを訴える」～「結果を報告する」…　
この一連のサイクルを大事にし、天草及び熊本の発展に向け
て一層の活躍を願っております。

後援会長

岡部紀夫

「議会だより」発行
県政報告会開催

チーム天草で
国土交通省へ陳情

県議会一般質問で
天草の思いを届ける

●起業、創業支援で働く場の創出
●安心して結婚、出産、
　子育てができる環境づくり

人口減少に歯止め

●女性の柔軟なパワーを活かします
●家族の健康も地域の活力も女性の力で

女性が輝くまちづくり

●高齢者の能力や経験を活かせる仕組みづくり
●高齢者や障害者の就労、社会参加を支援
●健康づくりの啓発と実践で
　豊かに生き生きと暮らせる社会の実現
●ロコモ（運動器症候群）予防で
　健康寿命日本一づくり

高齢者や障害者が
 生き生きと暮らせる
　社会の実現

［後援会事務所］天草市亀場町亀川63-15 TEL:0969-23-2633 討議資料

●大矢野バイパスの早期着工
　
●天草島内幹線道路の整備促進
●御所浦町の振興
●畜産業の振興
●商工業の振興
●世界文化遺産（﨑津集落）を活かした観光振興
●天草から文化の発信

（熊本～天草90分構想の推進）
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本渡港湾（本渡中学校横）浚渫
しゅんせつ

天草全域、全戸へ「議会だより」を届ける

「楠本ちあき」は、平成27年4月に
「高齢者に優しく、健康で心豊かに、
幸せを実感できる県政」をめざし、県
議会議員としての第一歩を踏み出し
ました。
この4年間、「県政を身近にする」こ
とを政治信条として活動しています。
「天草をもっと良くしたい」との思い
は誰にも負けません。
天草の明るい未来を創るために、
“チーム天草”のリーダーとなって、
皆さんの思いを実現してまいります。
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●水田・果樹園など農業基盤整備促進
●水産資源の回復と養殖漁業の推進
●担い手の育成支援

農林水産業の振興

一般質問とその実
績
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　熊本天草幹線道路の早期整備を図るため、これま
で県議会で４回の一般質問を行うとともに、関係市町
長、団体長、市議、県議、地元国会議員など「チーム天
草」で６回にわたり国土交通省へ陳情を行い、早期整
備を要請しています。
　その結果、「本渡道路」第二瀬戸大橋（仮称）につ
いては、現在陸上部の橋脚工事が着手されており、
平成３４年度完成を目指して工事が進んでいます。

　天草市の水田の整備率は、27.1% と県平均の
65.3%と比べ、著しく整備が遅れているため、継続地
区の早期完了と新規地区の計画的な取り組みを強く
要望しました。
　その結果、天草市の２地区が新規採択されました。

これまで、平成２７年１１月１５日の創刊号発行以来、本年１月１０日の第５号までを
発行。天草全域を手配りしており、読者から多くの便りが寄せられています。

　牛白血病の実態把握を加
速化させ、清浄化に取り組む
畜産農家への支援体制を強
化するため、サンプリング調
査の強化を要望しました。
　その結果、県下全域で８００
頭から３,０００頭にサンプリン
グ調査を拡大し、天草では全
頭検査を行うようになりまし
た。

熊本天草幹線道路の
早期完成について

農業基盤の
整備促進について

■有明町上津浦地区
事業名　農業競争力基盤整備事業（経営体育成型）
工事概要　区画整理 28.6ha
予定工期　平成 30（2018）～2023 年
総事業費　6億７千１２０万円

■栖本町栖本地区
事業名　農業競争力基盤整備事業（中山間地域型）
工事概要　区画整理 10.4ha
予定工期　平成 30（2018）～2023 年
総事業費　3億８千５９０万円

牛の白血病浄化に向けた
取り組みについて

体験学習の推進について
AED教育の推進

「県議会だより」の発行

要望が実現した一例

本渡港湾（本渡中学校横）浚渫

亀川管理用道路陥没箇所管路補修
天草町高浜白鶴浜松の枝伐採

国道（志柿町）落石防止工事

獣医師による調査
中学校での体験学習

瀬戸第二架橋完成予定図

　心肺停止に陥った人
に遭遇した時の応急手
当（気道確保、人工呼吸、
胸骨圧迫、ＡＥＤ使用）が
できるように、小・中・
高校で取り組むことは
できないか要望したと

ころ、県教育長より、県下全ての学校の保健体育の授
業に、ＡＥＤを含む心肺蘇生法の実習を取り入れ、よ
り実践的な授業が行われるよう取り組んでいきます
との約束があった。

　毎回、「健康づくり」や
「命の教育の推進」など身
近な課題を取り上げてお
られ、私達女性にとって、
とても身近で興味深く
読ませていただいてお
ります。
　この前は、倉岳町から
龍ヶ岳町へ抜ける望薩峠
の道路工事の計画など詳
しく載っていました。私
は、こうして色々な情報
を教えてくださるのが、本
当の議員さんの姿だと思
います。
　どうぞこれからも体に
気を付けられて頑張って
下さい。

倉岳町 女性
　私は、楠本県議の県議
会だよりを楽しみに隅か
ら隅まで拝読させても
らっています。
　楠本議員の質問は、天
草地域の振興についての
他、県民に密着したもの
で、楠本さんの認識の広
さ、何事もよく勉強してお
られることに感服し、頭が
さがります。
　質問に対する回答等を
読むことにより、県政を身
近に感じ、執行部の考え
がわかったり、県での取り
組みなどがわかり、とても
勉強になります。

牛深町 男性
　市政については市政だ
よりを読み、市の動きが良
く解っていましたが、県政
については殆んど関心が
ありませんでした。
　ところが楠本県議の
「議会だより」を読んだと
ころ、県議の質問に対する
県の回答を読むと面白く
なり、次はどうなるのかと
興味を持つようになりま
した。
　私なら次は「こう質問し
よう」とか思うようにな
り、市政と同じように県政
が身近になりました。

中央新町　男性
　いつも楠本県議の「県
議会だより」読んでいま
す。天草に嫁いで３０年程
ですが、こんなに何度も
議会だよりを目にするの
は初めてです。
　一般質問に、健康や命
の教育のことを取り上げ
られていて、大変ありが
たく思っています。
　私は中学生と小学生の
子育て中ですが、今後は
子育てや医療費、教育費、
就職のことなども取り上
げてくださるとありがた
いです。

本渡町　女性
　今は情報化が進んでい
ますが、私は天草の県議
の数すら知りませんでし
た。そして当然、県議が何
をされているかも良く知
りませんでした。
　しかし、この議会だより
を見て、楠本議員のこと
を知り、天草の道路が今
どのように議論されてい
るか等がわかってきまし
た。これからも天草の情
報を知らせてください。
　お願いですが、議員の
ホームページに最新の情
報を発進することで、もっ
と若い人にも議員の活動
が理解されると思います。

苓北町　男性

熊本天草幹線道路、宇土道路視察
金子恭之衆議院議員と同行

お便りの
一部
（抜粋）
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