市民団体より昨年 9 月議会に提出された『天草四郎公園内への消防署

建設に反対する陳情』に添えられた署名簿を議会事務局がコピーして、
全議員及び執行部に配布した問題で、当事者の市民団体『上天草市を愛
する会』から抗議文が提出（9/20）されました。

抗議の主な内容は「陳情書に添えた署名を複写して全議員に配り、市長や

一部の議員が署名人に聞き取りをしたことは、憲法や市の個人情報保護条例に

違反する」というものです。
（その後、マスコミにも配布されていたことがわかる）
施、３人の議員が聞き取りをしたことを認めました。

その後、１２月の全員協議会において『陳情の取り扱いについて』申
し合わせ事項ということで以下のように決まりました。（さまざまな意
見が出たため多数決１３：２（議長除く）で決定）

主な内容・・・・・
内容・・・・・

（署名簿の取り扱いについて）

署名簿が提出された場合、議長預かりとし配布はしない。議員のみ閲覧

できる。閲覧する場合は、議長に対して「閲覧申請書」を提出し、議長の許
可を得た場合のみ閲覧できる。

個人のプライバシー侵害となるようなことであり、
規則（申し合わせ事項）を緩やかにするべきではない！

全員協議会では、
「内容によっては、署名者が誰か知る必要がある」と

の意見が多く、議員のみ閲覧できるようになりました。

しかし、議会で審議する場合、内容と署名者数

がわかれば充分です。署名者が誰かを知る必要は

全くありません。個人のプライバシー侵害となり

『個人情報保護条例』に違反します。

さらに、今後署名することをためらう人たちが

出てくる可能性もあります。議員が閲覧できるよ

うな緩やかな規則にするべきではありません。
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これを受けて議会は、全議員に事実関係を調査するアンケートを実

今年 は、比較的暖 か でおだやかな新 年 を迎え ることが出来 まし
た。昨年 は災害 の多 い年 で、誰 もが 『
防災』 を身 近な問 題 とし
て考 え る年 とな った のではな いでし ょう か。 一月 に降 った雪 は
５ ０年 ぶ り の大雪 とな り、 さら には、 四月 の熊本 大地震 です。
上天草市 は被害 が少な か ったも のの、益城 町を中 心に、西原村 、南 阿蘇 など、ご親戚 、
ご友 人など身 近な方 々が被害 に遭 われた方も多 か った と思 います。まだまだ、復 興ま
で の道 のりは遠 いよう ですが、 一刻 も早 い復 興を願 って います。そ の後 の大 雨による
土砂崩 れ では、上天草市 内 でも被害 が出 て、お ひとり の方が 亡くな ると いう悲 し いこ
とにな ってしま いました。犠 牲 になられた方 のご冥 福をお祈 り いたします。今年 は、
災害 の無 いことを祈 りた いと思 います。
さ て、国政 にお いては、昨年末 、延長 に延長 を重 ねた臨時 国会 で、 Ｔ ｐｐ承認 ・関
連 法 や年 金 カ ット法、 さら にはカジ ノ解禁推 進法 を強 行採決す るなど 、数 の力 でや り
た い放題 の安 倍政権 の暴 走 に怖 いと多く の国民が感 じ て います。 また、 アベ ノミ ク ス
が格差 と貧 困を い っそう拡大 さ せ、 さら に医療費 の負 担増 、介護 保険 から要支 援 を は
ず す介護 サービ ス取りあげなど 国民 の生 活を次 から次 に破壊 し よう とし て います。 秋
には、解 散 ・総選挙 の可能 性も言 われ て いますが、さら に、市 民 と野党 の共 同 のたた
か いを広げ、安 倍政権 に痛 打 を与 えよう ではありま せんか。
市 政 にお いては、合併後 十 三年 目、そし て堀 江市 政 とな って 三年 目を迎えます。
人 口も毎 年 ５ ００ 人ほど減少 し、若者 の流 出も 止ま りま せん。 進む高齢 化 と共 に現役
世代 の減少 で、自 主財 源も少 なく交 付税頼 り の財 政運営 とな って います。 ふ るさ と納
税 や移 住促進 にも力 を 入れ て いますが、な かな か成果が見 え てきま せん。
いよ いよ、議 会 も今年 は改選 の年 です。 私も こ の四年間 は、毎 回 の議 会 で皆 さん の
声 を 一般質問 で取り 上げ、そし てそ の結 果 を 『ひまわり新聞 』 でお知ら せし てきまし
た。 これ からも市 民 の代表 とし て頑張 ってま いります。
皆様 にと って新 し い年が幸 多 き年 とな ります よう お祈 り申 し 上げます。
二〇 一七年 一月
市議 会議員 宮 下 し ょう子

市民から提出された陳情の
署名簿の取り扱いについて
ｚ

《12 月議会一般質問》
１．五橋祭イベント総括について
２．子どもの貧困問題について
３．就学援助制度について

『就学援助制度』は、保護者が使いやすい制度へ改善を！
保護者の要望・・・「入学準備金は、３月に支給して欲しい」
｢民生委員さんからの意見書はもらいにくい」
《子どもの貧困問題について》

《北消防署建設について》
※消防組織体制の見直しで、平成 28 年 4 月 1 日より
２署体制から３署体制へと移行され、大矢野分署は
北消防署となりました。
天草広域連合が計画している
北消防署（旧大矢野分署）建設
において、市が“天草四郎公園

子どもの貧困率は、政府の発表で１６．３％、約６人に
１人（２０１６年）となっています。熊本県も高い方から
１０番目で１７．２％です。
非正規労働者が急激に増えたことや労働環境の悪化が子

草市を愛する会』から、「天草四郎公園内への消防署建
設に反対する陳情書」が１０９名分の署名と共に提出さ
れました。
反対理由として「市は、天草四郎ゆかりの地である宮
津地区を中心として観光に力を注いでいる。観光立市
をうたう上天草市が観光の最大中心である四郎公園
をつぶして消防署を建設するのには反対」というもの
です。
９月議会では、陳情の取り扱いについて「継続審議」と

※ 『就学援助制度』とは、義務教育は無償とした憲法第２６条など
に基づいて、小中学生が安心して勉学に励めるように、学用
品費や給食費、修学旅行費などを補助する制度

保護者より「『就学援助金』を、入学に間に合うようでき

どもの貧困が増えた原因といわれています。とりわけ、母

ないか」との問い合わせがありました。他自治体を調査する

子家庭は厳しい状況にあると思われます。

と、入学前に支給する自治体が増えています。上天草市でも

全国的にも母子家庭が増えていますが、貧困率は５４．
６％となっています。市の現状と対策を質問しました。
（ひとり親家庭の現状は下表参照）

すぐに出来ることです。現状を聞き、改善を求めました。
（年度別の申請者数は下表参照）
（問）２０１０年
２０１０年、生活保護費に
生活保護費に追加されたクラブ
追加されたクラブ活動費
されたクラブ活動費、
活動費、生徒会

内に建設予定である”ことが昨
年８月にわかり、市民団体『上天

《就学援助制度について》

（問）ひとり親家庭
ひとり親家庭、
親家庭、特に母子家庭の
母子家庭の就労状況はどうなってい
就労状況はどうなってい

費、PTA 会費なども
会費なども就学援助金
なども就学援助金に
就学援助金に加えるべきだと思
えるべきだと思うが。
うが。
（答）参考として、今後検討してまいりたい。

るのか。
るのか。
（答）平成２８年度３４８世帯（３．２３％） のうち、母子家庭は３１４世

（問）新入学児童生徒の
新入学児童生徒の申請と
申請と支給は
支給は？
（答）６月の審査会で決定し７月支給となります。

帯で、就労世帯は２８１世帯（８９．５％）です。
（問）母子家庭への
母子家庭への就労支援
への就労支援などはどうなっているのか
就労支援などはどうなっているのか。
などはどうなっているのか。
（答）ひとり親家庭等医療費助成事業、母子家庭等自立支援

（ 問 ）７月 では間
では 間に 合わない。
わない。入学準備金
入学準備 金として３
として３ 月に 前倒しし
前倒しし
て支給している
支給している自治体
している自治体も
自治体も増えている。
えている。そうすべきだ！
そうすべきだ！

給付金事業、児童扶養手当、母子・父子福祉資金、ほかに

（答）局内、行政間で検討してまいりたい。

嘱託で相談員を設置している。

（問）申請者の
申請者の割合は
割合は？

（ 問 ） 学校現場では
学校現場 では、
では 、 例 えば家
えば 家 で 食事をあまり
食事 をあまり取
をあまり 取 っていない

１０．４％、本年度が１１，０３％と増加している。本年度の母子

など心配
など心配されるようなことはないのか
心配されるようなことはないのか。
されるようなことはないのか。
（答）調査をしていないのでわからないが、過去にはそういうこと

全国的にも『子ども食堂』設置な
ども広がっています。

し、さんぱーる横の“上天草市大矢野農山村広場公園”

『子どもの貧困』については、福祉・

の一部（約 2,318 ㎡）に建設することを決定しました。

教育と横の連携で、どれぐらいの子

１０月１１日(火)に開催された臨時議会において、建設

どもが貧困なのか一度実態を調査す

に係る東屋及び照明灯移設工事などの補正予算６７５

るべきです。
※ひとり親家庭の世帯数
年度
Ｈ２４
Ｈ２５

Ｈ２６

Ｈ２７

Ｈ２８

世帯数

３７４

３８４

３４８

３６２

ているが、
ているが、大きく影響
きく影響するのか
影響するのか。
するのか。
（答）定めにはございませんので、一応
の参考とさせていただいている。
（問）プライバシーの問題
プライバシーの問題もあり
問題もあり、
もあり、保護
者が申請しにくいという
申請しにくいという声
しにくいという声もある。
もある。
廃止しても
廃止しても良
しても良いのではないか。
いのではないか。
（答）トラブルも確かにあるので、廃止の方向に進みつつある。

万円が可決されました。（建設予定は、平成 30 年 3 月上旬）

３５９

家庭の割合は８６．３％である。
（ 問 ） 申請する
申請 する場合
する 場合、
場合 、民生委員の
民生委員 の意見書を
意見書を提出することになっ
提出 することになっ

があった。調査をしてみたい。

なりましたが、その後、市は公園内への建設案を撤回

（答）児童生徒が減少している状況の中で、割合は平成２６年度が

※『就学援助金』の申請者数
年度
H２５
H２６
申請者数

２１７

２１６

H２７

H２８

２０９

２１２

